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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内⑳5775 新会長　　小　池　繁　治　君

ミBRlDGE THEGAPSミ

本日の出席告詰　宣言妻

出席率　73．85％

欠　席　者　阿宗君、張君、長谷川（文）君
長谷川（悦）君、平田（圭）君、
平田（貢）君、石井君、石黒君
粕川君、黒谷君、佐藤（昇）君
笹原君、篠原君、手塚（林蔵）
君、手塚（林治）君、富樫君
薮田君前回の出席

前日の出席　前回出席率　71・43％
修正出席数　　　51名
確定出席率　80．95％

メークアップ　阿宗君一新庄RC
斎藤（得）君一万博
三井（賢）君、黒谷君、鈴木
（善）君、鈴木（弥）君

一鶴岡西RC

ビジター　高梨四郎君、鈴木武弥君
一余目RC

斎藤源吾君一温海RC

会員誕生
靡萬江君、栗谷正夫君、嶺岸光書君

奥様誕生

飯白安江様、小池英様、斎藤信子様、

佐藤清子様、張生妹様、手塚定栄様、
富樫貞様、薮田淳子様

皆出席　　　　　　　ウク

禦璧静者′
1年間皆出席　上野三郎君

6月100％出席　35名

阿部（公）君、安藤君、阿部（裏）君、張君、
早坂（源）君、林君、石黒君、五十嵐（三）君
五十嵐（伊）君、五十嵐（一）君、海東君、加
藤君、小花君、小池君、今間君、嶺岸君、
三井（徹）君、上林君、三井（賢）君、三井
（健）君、五十嵐（八）君、中山君、阿宗君、
上野君、佐藤（昇）君、鈴木（善）君、新穂君
鈴木（弥）君、小野寺君、佐藤（忠）君、高橋
君、鷲田君、靡君、伊藤君、長谷川（悦）君

入会バッヂ贈呈

早坂（徳）君

例会概念

新役員らで運営される新年度第1回の例会
は、よそおい新しいホテル山王閣二階大広間
において、鶴岡西クラブと合同で開催され
た。しかも家族会を兼ねて行われ、例会後は
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近くの鶴岡信用金庫荒町支店に席を移し、三
百有余年の伝統にいきる結城孫三郎一座の人
形劇を観賞し、幾多の感銘を与え、盛会裡に
散会した。

会長の言葉
第1回目の例会を家族会を兼ねて行うので

運営上いろいろ不手際のあったことについて
容赦ねがいたい。

この建物では、構造上結城孫三郎の人形劇
を行うことが出来ないので、近くの鶴岡信用
金庫荒町支店で行うことになった。不便と思
うが了承を請う。

結城孫三郎氏の歴史
江戸の人形芝居の座元名で、現在10世を称

する。ただし代数、年代、系統については明
でない。結城孫三郎の名は1665年（寛文5
年）に江戸葺屋町に説経節のあやつり座を創
立した人としてあらわれる。

宝永年代に刊行された説経節の正本に大夫
としての名が署名されているが、のち義太夫
節の座に転向し、天明期の江戸浄瑠璃を上演
した。また文化9年には子供芝居となり、そ
の後休座して、天保2年にひさびさで開場し
嘉永5年に閉座している。9世（先代）は、
従来の糸あやつりを改革し、明治33年市村座
で義太夫節による糸あやつりをはじめた。

結城孫三郎人形座の紹介（当日の説明）
当地にお目見えするのは始めてであるが、

今から334年前寛永12年徳川3代将軍家光の
時代に、人形劇として生れたもので、現代は
10世に当る。その間、時代の変遷に伴い、舞

台装置、照明、音曲その他種々と改良を加え
られている。
江戸時代から続いてきたあやつり人形を、

人形芸術まで引上げたのは、9世孫三郎だが
日本の古典芸術の伝承と保存は、新しい今日
の芸術として発展させた10世孫三郎の功績も
大きいとされている。ゆえに昭和31年には東
京都無形文化財に指定され、さらに翌32年芥
川龍之介作（キリシトロ上人伝）で芸術祭文
部大臣賞を受賞している。

，あやつりは、手板に糸を18本、多いものは
40本以上も吊し、これをあやつりながら、人
形が仕ぐさをするもので、あやつりの上手が
至芸の業を競うのである。

本舞台は、鉄枠を組んで仕込むのであるが
この度は仮舞台であるので、および膜であや
つりを相つとめることとたったのである。

9代目市川団十郎の全盛の時代に、団十郎
の要請に応え、やはり仮舞台で、人形劇をご
覧に入れ、称讃を得ている。

上演人形劇の説明

（1）あやつり三番里
この舞は、古くから神事として作物がよく

出来るようにと祈り舞われたものである。そ
のために動きの中に、いろいろの意味をふく
んでいる。
又、この舞いでは、出使いとして、人形使

いが姿をみせてあやつりをみせる。

（2）弥次喜多道中記
例の十返舎一九の弥次喜多道中記の内、赤

坂並木より古寺迄を、江戸時代の雰囲気を味
わいながら、江戸文楽を楽しくお目にかける

江戸をヒョンなことから食いつめた弥次郎
兵衛と喜多八は、相かわらず呑気な旅を続け
る。そしてここは赤坂の宿はずれの並木道…
（3）杜子春（芥川龍之介作）
杜子春は無一文で、困って西門の下にぼん

やり立っていると、老人があらわれ、金のあ
るところを教えてくれる。
杜子春はその金で、都一番の金持になる。

人々は金のあるうちは大変親切である。しか
し、その金も3年で使い果してしまう。する
と誰一人として杜子春を振り向くものはない
このことが二度続いて、杜子春は、金のは

かなさをしり、仙人になることにを膜をかけ
るが…目

せ）寿獅子
お正月、お祭のときに踊るもので、のどか

な獅子、蝶を追う獅子、逃げられていかり狂
う獅子など、人形ならではの動きをみせる。

幹事報告

（1）会報到着　八戸RC、白鷹RC
担）例会日変更　郡山東RC

8月より火曜日に変更
（3）地区大会案内

352区10／3、10／4　花巻市民体育館
353区9／20、9／21大館市民体育館

（4）チャーター・ナイト案内
会浄若松南RC　9月6日
三重県津北RC l0月4日

（5）国際ロータリークラブ第353区派遣親
睦使節訪米FMC混声合唱団長穴沢養
一氏から7月15日12時羽田出発の挨拶

状到着

短　　信

眼の病のため休養中の手塚林蔵君は、通院
されるまでに回復しておられる。現在経営先
のホテルゆらにおいて庭いじりなどを行って
いる。例会に出席されるのも間近いであろう
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや
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四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1・真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficial to all

concerned？

も隔りを取り除こうや

出席報告
本日の出席　会員数　　65名

出席数　　　45名
出席率　69．23％

欠　席　者　阿部（公）君、長谷（文）君、早
坂（徳）君、橋浦君、池内君、
石黒君、五十嵐（一）君、伊藤
君、金井君、上林君、栗谷君
三井（徹）君、三浦君、斎藤
（栄）君、斎藤（信）君、鈴木
（弥）君、手塚（林蔵）君、辻君
富樫君

前回の出席　前回出席率　73．85％
修正出席数　　　55名
確定出席率　84．62％

メークアップ　張君一福島RC

篠原君一新潟東RC
阿宗君一新庄RC
長谷川（悦）君、平田（貢）君

一酒田RC

石黒君一温海RC
手塚（林治）君一鶴岡西RC

ビジター　岩崎吾郎君一白鷹RC
桜井清君一鶴岡西RC

バナー交換　白鷹ロータリークラブ

会長の挨拶

第1回目の例会が家族会を兼ねて行われた
ので、今日はじめて例会をやるようで不手際
があり、私自身とまどっております。どうぞ
ここ1年間よろしくおねがいします。

私としては種々考えてみましたが、考えた
ことがロータリーの友7月号に書いてあり、
これを御覧になっていただけば、何も私から
挨拶することはないようであります。

ロータリーの友の4～5頁に掲げてある
Bridge theGapsの意図するところが、

7頁に殆ど言い尽されており、今年度は
を与えられた示唆としてやって行きたい
えています。
皆さんの方が大先輩で、私など未熟なもの

ですから、私が示唆するなどほ到底出来ない
のですが、やはりRI会長のウイリアム・オ
ーク氏の言葉を大切にして行きたいと思いま

す。
唯基本的なものとしては、ロータリーの綱

領を第一義的なものとして考えて行ったら、
まちがいないではないかと考えています。綱
領は皆様が御存知と思いますが、簡単なこと
で云えば、先ず知り合いをふやせということ
です。

2番目は、自分の職業に忠実であって、
分の職業を権威あらしめなさいという
す。3番目としては、自分・と自分をと
生活環境を考えるとき、奉仕の理想を
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れることであります。

4番目はその視野を世界的に拡めて、国際
平和につながればというようなことと思いま
す。即ち、知り合いを深めることも大切です
が、自分の職業に忠実であることは、我々職
業人にとって非常に大切なことと思います。
私は本屋であるので、本屋として思いついた
ことを申し上げますと、岩波書店主の岩波茂
雄氏が言っているのですが、世の中で本をつ
くることは、世の中で本を欲している限り、
本をつくることと本を販売することに誠心誠
意、力を尽せば、蛭間では決して自分を食え
なくするようなことはないということで、岩

波茂雄氏は苦しい中でも自分を叱咤してやっ
てきたということが、岩波茂雄伝に書いてあ
るので、全くその通りと思います。

我々の職業としても、それ位の権威を持ち
たいと思います。それと4つのテストはある
し、綱領はあるし、それ以上何も加えること
はないようです。それとウイアムオークのブ

リッジ・ザ・ギャップスを含めて一年間やっ

て行けば、どうにかいけると感じました。

しかしギャップを埋めることは非常に難し
いことで、経済的ギャップとか何とかがあっ

私として何も出来そうなものはないよう
あります。しいて出来るものがあるとすれ

ま手近にあるもので、根本的なことは、話し
合いの場があるかどうかということだと思い
ます。誰でも出来る身近な手段としては、先
ず話し合えることと、自分の意志を通じ合え
るという場を、このロニラリークラブの中に

もって行きたいと思います。
ですからこのロータリークラブの決定のこ

とも、理事会で充分話し合いして、それを最
高の決議機関としての権威あるものにしたい
ので、理事会の話し合いを根本にして運営し
て行きたいと思っております。

知り合いを深める点で、今年度は何とか、
5名位の会員の増強は考えております。それ
にギャップを埋めるための諸会合例えば、地
区大会とか、インターシテーフォーラムなど
に積極的に参加をお願いしたいのであります
各委員会でも充分討議して、活動計画をつ

くっていただきたいのであります。
あらゆる機会にコミニュケーションをよく

しギャップを埋めることにつくせば、一年の

責を果たせるでないかと思っていますのでよ
ろしくねがいます。
一年間会長をつとめたことが皆様から感謝

されてやめるようになることになれば、私と
してほこれ以上の望みはないのでよろしくね
がいます。

それから協議会の日程などは、なるべく早
くきめて行きたいし、出来るだけ参加してい

ただきたいのであります。
今のところわかっているのは、9月20日、

21日の地区大会が大館であることはわかって
いるので、出来るだけ多くの参加をおねがい
します。
次に9月13日にインターシテーフォーラム

が酒田東クラブのホストで目定が決っていま

す。
自分の仕事の日程表の相間に、これを入れ

ておいていただいて、ダブついたものがなけ

れば、そちらの方に向けて出席ねがいたいの
であります。

また各委員会毎の会合も出来るだけ早く開
いていただきたいのであります。

この間の理事会で大体のことはきめたが、
第一回目の鶴岡ロータリークラブとして、ク
ラブ協議会を24日に開きたいと思っています

よって活動計画書は、各委員会協議の上、
大体7月20日までに、これをとりまとめてい
ただいて、21日の例会に予算書を添えて提出
ねがいます。

これをクラブ協議会の席で、皆さんの検討
を得て、計画書の提出〆切期日はお守りねが
いたいのであります。一週間の短期間ですが
よろしくねがいます。
以上くどくどと申し上げましたが、何卒よ

ろしく御協力下さいますようおねがい申し上
げ、会長就任に当り御挨拶申し上げます。

分区代理　張紹淵君のお話

私が最近歩んできたロータリー情報につい
て、また感じたことなどを少しお話ししたい
と思います。
先日団体で万博をみてきました。一目半見

物しました。入ってみると待時間が長く、3
～4時間も待たされて漸く3つの大きな展示

館即ちアメリカ館、ソビェッ下館、日本館を
みてきました。外に三菱未来館でも時間がか
かりましたが、それ以外は大した時間はかか
らなかったようです。

ロータリーの例会がどんなものかと思い、

それに出席したいと思い、さがし廻りました
が仲々見つからず30分位たってやっと例会場
を見付けました。当番ロータリークラブが高
柳ロータリークラブでありました。

中をのぞいてそると、既に例会は始ってお
り、英話のスピーチをしておりました。中に
入るため事務の女の子を呼んで、幹事の方は
いないかと訊ね、実はこうこうだと説明し、

時間も余りないので、予め持参のバーナーの
交換をなし、ボックスにスマイルしで、メー
クアップのカードにサインして帰りました。

高槻は大阪の近くに在り、徳川家康公がキリ
スト教に帰依したころに、非常に熱心に信仰



したゆかりの地であります。そういったこと
がバーナーの添付書に記述されておりますの
でお廻しします。
それから353地区委員会にガバナーから出

るように云われて11月13日行ってきました。

行ってみるとしても、どんな役をするのか
わからないので電話したら、ガバナースレー
ク一にのっておりますからということでした
が未着であったので、どんな準備をすればよ
いかただしましたら、出て来て顔を合せてい
ただけばよいということでした。それで11日
に行ったのであります。ここにおられる分区

代理岩崎さんも一緒でした。岩崎さんは今年
大変活躍された方でありますので皆様にご紹
介申し上げます。

さて行ってみますと、3時半から6時半頃
までが、ガバナーとバストガバナーの会議で
したので一寸顔を出して遠慮しました。その
後諸委員会長会議がありましたが、夕食後の
会議でありましたので、仲々威勢がよいよう
でありました。

私が一寸顔を出すと、そこで世界社会奉仕
会の委員長など命ぜられたのであります。こ
れは前年度の小花先生のあとをやらねはなら
ぬので、小花先生よろしくお願いします。

そういう訳ですが、酒の勢も加わって簡単
に国際奉仕の方も終りました。感想として云
うならば、酒の跡の会議はやらぬ方がよく、
酒の前に会議をやるべきだと思いました。

その晩、福島の方に当る穴沢直前ガバナー
が、80余名のコーラス団を引きつれて渡米す
るについて、福島クラブがホストとなって福

島の中合デパートで壮行会をやって盛大でし
た。皆は向うのローークリアンの家に民泊する
ので、向うの迷惑にならぬように、細いとこ
ろまで気を配っておりました。
それから自動車で山形を廻り家についたの

は12時半でした。
さて昨日は、温海のロータリークラブでス

ピーチをたのまれたので、そちらをのぞきま
した。

今日は地元のロータリーの例会のあること
を忘れていましたが、家内がロータリー時間
ですと云うのでああてて飛んできました。
家の人も協力すれば、欠席などないと思う

ので皆様もどうぞこのような真似をするとよ
いではないかと思います。

RIの協議会の中で大切なことを述べてお
ります。即ち会長が新会員を先ず紹介するこ
とからはじまり、また新クラブが出来るよう
だったら8月中の線でクラブを造ったらいい
ではないかということであります。

それから会長が云われるように、話の場を
つとめてつくるように、例えばファイヤーサ

イドミーテングとかいったものであります。
またこの地区にはローターアクトがないの

で是非つくってもらいたいのであります。
それから地区大会とかインターシテーフォ

ーラムの場合には、なるべく多くの方々から

出席していただきたいのであります。
ローータリー財団の寄付のことで％を上げる

ことも必要あります。
このクラブとして出席率のことも問題あり

ます。
また世界社会奉仕に力を入れよということ

ですが、私は不勉強で、前の小花先生が云っ
ておられることが強調されてきました。
以上7項目について言われたのでお伝えい

たします。
前に申した通り、昨日温海クラブの例会に

出席しました。8回目の例会に出席したので
入ってみると、まだまださびしいようであり
ます。そこではクラブの運営のことで話して
おられましたが、出来れば、ここの新幹事会
長さんもそこに入られてご指導願えれば、大
変有難いことでないかと感じております。私
は、そこでスピーチを20分間やって参りまし
た。

ロータリークラブは、チャーターナイトま

でが、スポンサーで、また特別代表がスポン
サーとしてよく御指導なされるようにと委員

会の席上で話してきましたので、温海クラブ
をもっともっと御指導下さるようにと念願し

感じたことを卒直に申し上げます。
以上とりとめのないことを申し上げました

が、何かの参考になれば幸に存じます。

会長の要望

ガバナースレーダーをみると、鶴岡の公式
訪問の日程が決ったようであります。日月24
日夜協議会で、25日に例会を変更して公式訪
問例会に出るようになると思います。
その前にインターシテーフォーラムの事が

書いてあるし、メモしていただきたいのであ
ります。
それからこの間理事会を開き、そのとき決

めたことで、皆さんにお願いしたい事を申し
上げます。
先程申し上げました通り、新会員は5名位

とし最終的に会員を70名位にしたいというこ
とです。

クラブ協議会は、先程申し上げました通り
クラブ協議会までに活動計画を頂戴する訳で
すが、これも昨年度と同様、各委員会で集っ
ていただき、話し合いしていただくこととし

話し合いされた場合、クラブとして1名当り
500円を補助したいと存じております。

人数が3名位のところがありまして、職業



分塀とか、会員選考とか会員推選とか非常に
似通った委員会がありますので、出来れば合
同されて行ってもよいでしょう。また引継が
あれば、前の委員会と合同でもよいと思いま
す。

何れにしましても、是非とも集っていただ
いて、計画書をつくってもらいたいのであり
ます。
RIから示されているクラブ協議会の開催

は年何回以上という事ですが、出来るだけ多
く持ちたいと思います。
家族会のスケジュールだけでもよいから親

睦委員会で早めに計画書に折り込んでいただ
きたいのであります。
一番大きいのは、地区大会とかゼネラルシ

テーフォーラムに出席を奨励する方法につい
て考えてみましたが、仲々名案がないので困
っています。唯自発的に出ていただくより致
し方がなく、これも宿題とも云えます0
これらの会合に出来るだけ多くの出席を求

めることを理事会で決めたので御協力ねがい
ます。
又財団ボックスですが、ロータリー財団ボ

ックスを別個に寄贈していただいて、それの
活用方法なども検討しましたが、随時に活用
することと、財団週間のときに財団委員長さ
んからお話ししていただき、スマイルのこと

をそちらにおねがいしたらいいではないかと
思っています。というのは、うちのクラブの
ロータリー財団の方は500％クラブになって

いるので、それに入ったものをその儀やるの

もどうかと思います。唯活用方法が全然ない
では申訳がないから、ロータリー財団週間の
ときにでも、小花先生から音頭をとっていた
だいて、そのとき持ち合わせた小銭でも入れ
てもらっで、それに何らかプラスして出せた
ら一番いい方法と思うのであります。しかし
それも、そうやってもらうということではな
くて財団委員会の万からお考え願います。

会報委員長より

高橋さんと、五十嵐（一）さんに集っていた
だいて、いろいろご協議蘇ったのであります
が、本質的には、私共の会報は非常に優れて

おりますので改めるというようなことはない

のであります。

たまたま高橋さんがよいカメラを持ってお

られますので、この間の結城孫三郎の人形劇
のときにも、数枚の写真を撮っていただき、

その場で現像されたのであります。
そういったものとか会長さんの写真といっ

たようなもの、叉これから催しあるときの有

意義なものの写真版をつくりまして、それを
入れて行きたいと考えております0

それからお手許に配られたロータリーの友
の23頁を開いていただきますと、これには私

の好きなものとして、数々の会員や家族の方
々の健康法とか人物とか愛読書、花などとい

うものが載っております。こういったものを

皆さんなり、家族の方々から原稿の寄稿をい
ただき、従来の会報の4つのテストの欄に掲

げたらどうかと云うことを考えております。

そのことについては、改めてお隣の文書を

皆様の御手許にお配りいたしますので、何卒

御協力下さいますようお膜いいたします。

幹事挨拶

前幹事のように手際よく出来そうもなく、

また出来る筈もないのですが、私なりに精一

杯やっていきたいと思いますので、よろしく

おねがいいたします。

幹事報告

0例会変更

白鷹RC　　7月30日より（土）→（木）

仁賀保RC　7月16日のみ会場変更
0358区地区大会案内

10月24日、25日帝国ホテル

ホスト　東京武蔵野RC
o昭和45年度上半期会費ダ20，000納入の要請

0各委員会の活動計画書（予算書付き）の提

出を7月21日まで
0353区地区大会9月20日（日）2日］（月）

一会場大館市民体育館－／切7月25日

レクレーう／ヨン′

9月19日　親睦ゴルフ競技会

秋田カントリークラブコース

参加料5，000円

観光　Aコース　十和田湖と八幡平
Bこ：・－ス　男鹿半島

何れも　会費7，000円　9月21日～22日

ヽ　J
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊨5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1・真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4・みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

COnCerned？

こ隔りを振り除こうミ

出席報告

本日の出席　会員数　　65名

出席数　　　45名

出席率　69・80％

欠　席　者　荒明君、安藤君、長谷川（悦）君

平田（圭）君、平田（貢）君、池
内君、海東君、小花君、今間君
金野君、嶺岸君、三浦君、中

山君、斎藤（栄）君、斎藤（信）君
鈴木（善）君、手塚林蔵君、
田君、辻君、富樫君

前回の出席　前回出席率　69．23％

修正出席数　　　53名

確定出席率　81．54％

轟谷茂雄君一鶴岡西RC

半田茂弥君一鶴岡西RC

会長報告　　小池繁治君

クラブ協議会を7月24日（金）午後5時か

ら7時まで山王閣ホテルで開催します。各委

員長は必ず出席して下さい。本年度の活動計

画書を検討します。委員長の都合がつかない

時は委員長の代理を出して下さい。それに引

霊漂

メークアップ　三井（徹）君、一京都RC

阿部（公）君一村山RC

五十嵐（一）君一酒田東RC

石黒君】温海RC

池内君、上林君、黒谷君、鈴

木（弥）君一鶴岡西RC

ビジター　斎藤一郎君一酒田RC

いて、1966年から67年にかけて交換学生と

て鶴岡に来ていたアイリン嬢と御両親が釆

していますのでその歓迎会を山王閑で開催

します。協議会に出席出来ない方もなるべく

御家族ご一緒に出席して下さい。
1ノ（会費1，500円）

温海ロータリー・クラブの認証状伝達式は

11月15日決りました。日程の細部は未定で

す。

交換学生、石黒敏明君から便りがあり、ロ

スアンゼルスで元気に勉強しているとのこと

です。

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ェ
う



決算報告　　会計　伊藤貞次君

決算内容については別紙の通りで、備考欄

を御参照下さい。本会計の繰越金は当座、ス

マイルボックス、10周年特別会計、交換学生

会計は何づれも普通預金、クラブ基金は定期

預金にしてあり、7月17日新会計担当者に引

き継ぎしました。関係詞票類ほ事務局に保管

してあります。よろしく御審議下さい（全員

異議なく承認）

ゲスト・スピーチ

「作物の性と稔実について」

山形大学農学部教授　青葉　高君

（そ菜園芸学専政・農学博士）

私は、山大農学部でそ菜園芸、平たくいえ

ば野菜や花をやっておりますが3年前、園芸

学科が新設されます際には、地元の方々から

も学後援頂きお礼を申し上げます。こちらに

参りまして22～3年になりますが、参りまし

てだいぶ珍しいものがあり、研究テーマの一

部にさせて丁臥、ています。このたびおすゝめ

がありましたので珍しくもありませんが少々

お話し申しあげます。いま頂きました民田ナ

スなども珍しいものですが、この地方の人に

はちっとも珍しくないかも知れません。宇宙

から地球に来れば空気は珍しいかも知れない

が、我々には空気などないにも等しい訳で

す。かなり前、地方新聞でみょうがが実をつ

けた、花をつけたということで記事になった

ことがありますが、そんなことを思い出しま

したので、二、三関係のあることを申してみ

たいと思います。

性ということは、植物としてはなんという

こともなく受けとっていたのですが、最近は

人間の性ということをジャーナリズムが取り

あげるようになり、テレビのスイッチを入れ

るとすぐ「よろめきドラマ」が出てくること

になり、私も子供と一緒にテレビを見たくな

い気になります。性ということは私も種をと

る時に問題にもなるし、学問的にもとりあげ

ている訳です。この題目を考えました一つの

動機は、20日位前から愛媛大学の方から全国

の「すいは」を集めているので、東北の方か

らも送って欲しいという話がありました。

「すいは」というのは「すかんぽ」のこと

で、そう珍しいものではありませんが、これ

は雌株と雄株が違っており、さがしてみます

と雌株ばかりで雄株は見つかりません。

植物の性は雌雄異種のもので染色体によっ

て決っているのがあります。そうでなく、き

ゅうりや、かぼちゃのように雌花と雄花があ

るものもあり、それを変える研究をやってい

ます。横道にそれますが、庄内柿のように、

最初花が出来た時は雄でも雌でもなく発育す

る段階で、あるものは雌の器官が発達して柿

の実のなる雌花になるわけです。また、菊や

百合のように1つの花で雌雄の器官がそなわ

っているものも沢山あります。生物も段々下

等になると雌雄のはっきりしないものがあり

ますが、銀杏のようにかなり高等でも雌雄が

別棟のものもあります。雄株からは花粉が出

ますが、自分で活動する能力を持つ精子が出

来ることが明治29年に平瀬作五郎さんという

日本人によってみつけられています。同じ年

に池田威一郎という学者が蘇鉄でもそういう

ことがあることをみつけ出しています。こう

いう特殊の例もありますが、普通の高等植物

は花粉によって胚珠に種を作る形をとってい

ます。

丁度、ほうれん草の花がありましたので持

って釆ましたが、これは雄株の花と、雌株の

花が別々に咲いております。ほうれん草は雄

株の方が早く花が出ます。春のほうれん草作

りではなるべく雌株の方が沢山出てくれれば

いいのですが、そうはいかず大体1：1に出

てくるので、そこまではいかないけれどもあ

いのこというものが品種によって沢山ありま
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す。あいのこは割合雌に似ているので本当の

雄が少いような品種が春作られるというよう

になっています。これは性染色体が関係して

いるすいばの仲間なので、薬では転換出来な

いが、あいのこを作るような品種が選ばれて

いる訳です。アスパラガスでは実のつく株と

つかない株がありますが、野菜を作る立場で

は雌株の方が出る茎の本数が少ないけれども

大きいのが出来ますし、雄の方は沢山茎が出

ますが細いものになりますので雌株の方が望

ましい訳です。ところが花が出るまでに何年

かかゝりり、それから苗を植えつけたのでは

かなわないので実際には区別をしないで植え

つけています。学問的には薬品を使って雌雄

の区別をすることが実験的にある程度確かめ

られてなります。この辺のすいばの様に雌株

ばかりで雄株がみつからない作物もなくはあ

りません。

砂丘の長芋を先日、全国の砂丘研究会の方

に見てもらいましたが長芋の花も雄花しかみ

つかりません。雌株だけを作っている訳で

す。自然薯には雄花、雌花もあります。3枚

羽根を合せたような種がついて、こぼれると

新しい実生も出てくるのではないかと思いま

す。作り芋の中のやまと芋は最近山形でも少

し作って関西に出荷していますが、この品種

には、雌花もつくし、雄花も少しつきます。

この品種には種が出来ます。私共がいたずら

半分にこの種を蒔いてみますと、なかなか生

えませんがたまに生えたものを大事に育てて

みると親の芋とはちがった形のものが出来て

きます専門誌に簡単に発表したこともありま

すが、種で繁殖しますと変りものが出来るこ

とがあり、花の方では、その変っているもの

を新らしい品種にして増している訳です。長

いもの場合は所謂むかごで繁殖していますの

で、変りものはめったに出てきません。種か

らやれば良い品種が得られるかとも思ってや

ってみた次第です。生物はうまく出来ている

ものでむかごでふえるようなものはなかなか

種をつけない、また種をつける能力の強いも

のは、栄養繁殖をしません。

普通栄養繁殖をしているものの実生を作る

ことを心掛けていましたが、先程申し上げた

みようがが花をつけたことをききました。丁

度原爆実験の盛んな時期でありましたので、

その影響が新聞で話題になっている頃に農家

の人がみつけてきたのです。1つ2つはこれ

まで見たことはありましたが、まとまって見

たことはないので、その時スライドを撮りま

したので御覧下さい。赤くきれいなのは、花

ではなく実でありまして、あやめのように3

つにさけ、中に白い衣をきて黒い種子が入っ

ています。みようがは庄内地方も本場で黄金

や谷定の方でも作られていますし、私共も一

役買って群馬の方にしんしん演のお世話をし

たことがありますが、種子は出来ないものだ

と思っていました。みようがの花は御承知の

ように苛色い花弁が出てきて、中にかなり大

きい花粉が出て数も多く出来るのに種が出来

ない疑問がありました。花粉の発芽能力を調

べてみると非常に高い、これは培養基で調ら

べるのですが能力がありながら、種子が出来

ないのです。この訳は私は未だ充分説明出来

ませんがこの様な植物は結構沢山あります。

動物の場合も、昔からの言い伝へで人は何

万年も前から近親結婚をしないことになって

います。古い書物にもこれは禁じられていま

すし今の法律でもこれを規制しています。植

物の間でも近親間での交配を防ぐような手当

がかなりされてをります。例えば、ネギ、人

参は雄しべの方が成熟してから、4、5日た

たないと雌しべが成熟しない。雌しべが成熟

した頃には雄しべはしぼんでしまう、だから

同じ花では種をつけられないのです。菜種、

キャベツ、白菜の種は交配種ですが、自分の



株の花粉では交配出来ない品種がかなり沢山

あります。これを利用して、自家不和合性の

あるものを並べて植えますと、昆虫が甲から

乙に花粉をつけ、乙の花粉を甲につけるとい

うことで、安上りな一代雑種の種子が売られ

ている訳です。ペチニアなどもそうですが、

果物なども授粉樹といいますが、違った品種

を植えておかないと、リンゴ、桜桃なども実

がつかない、1本だけ苗木を植えても一寸も

実がつかないことになります。みようがの場

合もこのような性質があるのかも知れませ

ん。私も本格的に研究していませんのでなん

とも云えません。まさか原爆実験の為とは思

いませんが、みようがに、たまたま実が出来

たのは何が原因なのかは判りませんが、これ

が判って種子がとれるようになりますと、新

しい品種改良が出来る手だてが得られる可能

性もなくはないと思います。

私共ではこの他、温海かぶとかおかひじき

などをみせて頂き、この間から産業に役に立

つような例えば、酒田きゅうりから新しい品

種を作り日本のピックル漬けが初めて出来た

様に実験が役に立っている訳です。何か珍ら

しいものがありましたら御教示下さい。

幹事報告

0会報到着

東京RC、石巻東RC、福岡RC、

郡山RC、天童RC

Oチャーター・ナイトの案内

茨城県、潮来RClO月11日（日）

於　潮来高校体育

登録料　4，000円

0例会時間変更

東京、日本橋RC

AM8・30～9・30（但し8月中だけ）

ヽ－′／

。373区年次大会

11月7日（土）11月8日（日）

於　熊本市民会館
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四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficial to all

COnCerned？

ミ隔りを取り除こうミ

出席報告

本日の出席　会　員　数　　65名
出　席　数　　　50名
出　席　率　76．92％

欠　席　者　阿宗君、長谷川君、林君、平
田（圭）君、伊藤君、金井君、

男網君、斎藤（信）君、佐藤（伊）
君、佐藤（昇）君、新穂君、手
塚林蔵君、浮田君、辻君、鷲
田君

前回の出席　前日出席率　69．80％
修正出席数　　　52名
確定出席率　80．00％

メークアップ　長谷川（悦）君一山形北R

安藤君、海東君、小花君、
間君、嶺岸君、鈴木（善）

－鶴岡西R

ビジター　野川清一君一天童RC

原田行雄君、五十嵐卓三君、帯谷
義雄君一鶴岡西RC

会長報告　　　　　　　小池繁治君

今日のスケジュールは、24日の協議会の話
を5分間位、その後、SAAの方から面白い

提案があったのでその報告を、それから25分

間ゲスト加藤紘一君の話をきき、5分間質疑

応答の時間に充てたいと思います。
さて、本年度計画書は所定の期日までに99

％出していただきまして、スケジュール通り

終りました。引続きアイリンの両親を招いて

記念′く－テーを行い、多数の会員家族の出席
を得て、盛大でした。有難うございました。

アイリンは一週間位後に、こちらにくる予

定との事です。その時例会にでも招待出来れ
ばと思います。

スピーチをお願いする加藤紘一君の略歴と

演題について紹介します。外務省亜細亜局の

中国課に勤務されており、元市長故加藤精三
氏の子息さんです。演題は中国問題というこ
とについてスピーチをおねがいしております

SAA磨萬江君の報告

会長幹事ならびに前SAAチーフの参加を

請い、新SAAの打合せをやりました。

山下事務局員から無断欠席者が多く、食事
の余剰を生じ、無駄な支払が出て困るといわ

れました。そこで無断欠席者に対しては、鉛

筆をボックスのところに指してお上げするこ

とによって、200円のスマイルを頂戴したい

ということであります。高橋正太郎氏のアイ

デアに基くもので、鉛筆が20円するので180円

の寄付をいただくことになります。何分の御

協力をねがいます。遅参と早退のときも、確
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実に100円を山下さんのそばにおくスマイル

ボックスにお入れねがいます。

例会の駐車場のことですが、手せまなので
三井健氏におねがいして、例会日には広済寺

と光明寺の山内を借用するように交渉をおね
がいしつつあり、広済寺からほ了承をいただ

いております。

ゲストスピーチ「中国問題について」

外務省亜細亜局中国課　加藤紘一君

日頃仕事をやってる関係上、中国問題と取

り組んでおります。その事について若干お話

申し上げます。
我々外交官の仕事は非常に多岐に亘り、例

えば香港にいたときは、中国がどうなってい

るかという事の研究と同時に、代議士さんが

くるときには飛行場への出過から買物の案内

と細いところまで雑多な仕事がある訳です。
その中には、時たま郷里の方もお見えにな

ります。鶴岡の人がくると、親しみがあるし
また永く国を離れていると郷愁もあって、面

倒をみるに力が入るようでありました。

今東京に帰ってきて、中国問題を扱ってお

ります。さて日本の新聞は外交問題を新聞の
トップに出しております。その中で一番多い

のはやはり、中国の問題だろうと思います。

そこで70年来の課題と、佐藤総理は云われ

ました。毎日のように日本と中国の関係をど

うすればよいかという問題が紙上をにぎわし
ているのでめります。しかし実際には動いて

いる問題はないというのが現状であります。

それ程動かないものが、何で毎日こんなに

書かれているかが問題になる訳です。それに
は幾多の問題があるから、それだけ書かれて
いるのです。

身近な面から、何故これまで書かれている
かのいくつかの例を挙げると、私の理解する

限り四つの問題があると思います。

第一は日本は、平和憲法のもとで、平和を
求めること。そういう場合に共産圏中共ソ連

というところで軍備を増強していること。こ

れにどう対処して行くか、これには日本の安

全保障の問題がかかわり、それは当然日本安

全保障問題が国内でいろいろさあがれている
問題の根本になる訳てあります。そこで日米

安全保障問題が種々と取沙汰されているのは
何故かということ。当然ソ連と中国が存在す
るからであります。

しかし皆さん中国を敵と考えられますか。

勿論中国は原爆をもっております。共産主義
の国であります。しかしそれと同時に片方で

は我々と同一人種であるので、何となく近親

感があります。従って彼等が我々に対し悪い

事をすることがあるだろうかという観念が生
れる訳です。

そういう風な国を対象として日米安保を考

えた場合、矛盾が出てきます。そうならなる
べく中国と話し合って緊張を緩和して行く方

がよいという考もあります。即ち、国際政治

の論点からくる問題があります。

第二に考えられるのは、日本と中国との歴

史的な関係であります。御存じの通り戦前多
くの万々が中国に渡り、或程度の郷愁を感じ
ておられる訳です。こういう人々が今中国と

交渉のない状態にあるのほ不自然ではないか
と考えております。台湾が1，300万、中国大陸

が7億5，000万の人口です。それで台湾との関

係を保つことはいいことだけれども、しかし

世界の人口の四分の一をもつ、この中国人、

我々と同じ感情をもち、我々と同じ考をもっ

ているかもしれない中国人、この人達とのつ

き合いを持たぬのはおかしいではないかとい

う一般的な常識的な心理的な、そういうプレ

ッシャーが政府にかかってくるわけです。

三番目に挙げられるのは経済関係、即ち日

本の貿易ほ毎年増加しているとはいえ、それ
程大きな人口をもっており資源の豊富な中国

大陸が更に大きな市場になるのではないか。

無限の市場ではないかという考です。よって

成るべく早く、中国大陸と貿易関係を結ぶべ

きでないかと、こういう日中貿易の観点から

くる議論であります。

第四点に奉げられるのは、日本の国内政治
の問題であります。沖縄返還の問題、70年安

保の問題も比較的平穏に過ぎました。それで
何が日本の政治で問題になるか。日日新聞を
にぎわしているのは、公害の問題であります

これは都市の問題です。それから農村にき

ますと、米をどうするかという問題です。そ

れから外交面ではソ連から、ハボマイ、シコ

タンの北方領土返還の問題等それぞれありま

すが、そのどれ一つをとっても、国内で意見
は割れない問題と思われます。

公害の問題でも誰も公害がなければいいと

思う。何とかこれをなくそうということでは

意見が一致している。米の問題では皆さんど



うしたらいいか探刻に考えこむ問題ですが、

農林省の人も自民党の人も恐らく末だ解答は
出来ない。しかし一つのよいアイデアが出れ

ば、その解決方法に反対する者は誰もいない
でしょう。北方領土を返せという問題は、自

民党から社会党まで、おそらく全員一致して
いる問題であります。唯、日中問題だけは一

番難しい問題として残ったのでありますが、
この問題の処理については、左派から右派に

至るまで、意見が極端に割れている状態で

す。
以上の四つの点から、政治面で種々の問題

があり、日日の新聞に書かれている訳です。
）　　そこで佐藤総理を始め、若し中国北京政府が

応じるならば、中国政府と話し合ってもいい
と、それで大使級の会話をやってもいいとい

うような線を、やっと打ち出すようになりま

した。

しかし中国側が、これに応じてくれるよう

な様相は今のところありません。我中国課で
は、中国が応じてくるか応じてこないのか、

応じてこないとすれば、中国側がどういう家

庭の事情があって応じてこないのか、そうい

ったことを毎日真剣になって研究している訳

であります。

そこで、中共はどういう状態になっている

かという問題を掻く簡単に申し上げますと、

文化革命というのが今終って末期にきており

ます。それで中国毛沢東、林形、周思乗とい

う三大役者が完全な支配を行っております。
それで政治的に安定しないとかいろいろ問題
がある訳ですが、中共には文化革命がはじま

って、ごたごたする前に三つの組織があって
一つは中国共産覚、これは権力中の権力とし

）　　　て、中央から末端に至るまで網の目のような

組織をつくり、完全な支配をやってきたので

あります。

その次に、政府の組織があり、これは日本
の内閣に当るのが国務院といい、その下に日

本で言えば県庁それから地方事務所等の行政

組織があった訳です。これが三つ目の全国組

織であります。
三つ目が人民解放軍、これが軍隊の組織で

中国の軍隊は政治的にも発言力があり、各地
に全国組織をもっていたのであります。

この三つの組織のうち、覚が最重要な地位
にあったが、それが文化革命によって破懐さ

れてしまったので、今建て直しをやっている

が、仲々出来ないのであります。

中国共産党には2，000万の党員がおり、こ
の党組織がくずされた場合の党再建というこ

とが非常に難しくなるのであります。唯現在
では、毛沢東、林彪、周恩来の結び付が固り
おちついてきたように感じられますが、先は

未だ未だ困難な途があると思われます0しか
し文化革命をどう理解するか、いろいろ問題

がありますが、毛沢東が劉少奇という覚の権

力者を追い出すための権力斗争があったとす
れば、権力斗争ほ終り、一応毛沢東の支配は

確立したといってもよいと思います。唯そう
いった中でも経済は仲々混乱いたしまして、

現在の中国の経済というものは、日本の経済
の大体20分の1と考えればよいと思います。

即ち、経済自体が未だ低い生活状態である
ので、物資が極めて乏しい。中国では池も布

も末だ配給制度を採っております。

そのような中国ですが、文化革命の問題で

も、自分の国だけとにかく文化革命をやって

毛沢東の指導のもとに中国をつくろうという

ある意味では熱狂的な、また不合理的な、ま
た独善的な政治を3年間やった訳です。

その間毛沢東をえらいと云わなかった各国

と次々に喧嘩していった訳です。即ち、ソ連

然り北鮮然りで、やっと政治が安定したと思
ったりひとりになっていた。

そういう中に国境でソ連と紛争が起った。

中国は軍事力はソ連の4分の1に過ぎぬから

戦えば負けるに決っている。そういうことを

知って、ソ連は圧力をかけてくる。そこで亜

細亜安保構想とか何とか云っていますが、ソ

連は東南亜細亜と手を握るようとしている。

それでも中国は孤立しているのが実状であり
ます。

最近シ′アヌークのカンボジアのクーデター

があった訳ですが、それをきっかけとして、

中国が我々の中共は米国及日本に対し強い姿

勢をとるということで、北鮮などアジアの社

会主義諸国と結び付きを強めて、自らの孤立
を脱しようと努力している訳です。

それで日本と米国に対してほ非常に強い姿

勢をとっているのです。それで日本が極東緊

張緩和のための話し合いをしようとしても応
じない訳であります。

そこで、柏手の家庭の事情が変ってくれは
よいが、そういうことを念じながら日日、中

国の新聞を読み、又各地の県庁所在地の地方



放送を傍受した記事を読んで、どんな動きを
しているか、毎日研究をしている訳です。

それでは、いつになったら、日本と中国の

関係がよくなるかという問題が残る訳です。

日本と中国関係がうまく行かない最大の障

害は何かと云いますと、勿論台湾の問題であ
ります。日本は台湾と非常に友好的な関係に

あり、又平和条約を結んでおります。台湾が

中国の唯一の代表する政府であるとする政策
をたてておりますが、中国に8億近い人口を

有することを無視出来ないこと、又経済的に

貿易もしなければならないこと。又将来の事
も考えなければならないこと。何とか台湾の
問題をこっちにおいておき、それで中国と話

し合うことも出来ないかというのが、今の政

府大体の考え方であると思います。
いままでの経過を辿りますと、一番始めに

戦斗が終った直後は徹底的に日本を敵視して
いた訳です。しかし54年項日本と話し合って

もいいではないかと、それで台湾の問題はま

あまあとして話し合いをという時期もあった
のです。また長崎国旗事件という時期があり

貿易も中断し人の往来もなくなったこともあ

りました。65年頃には、積上げ方式で日本と
の関係の改善につとめたこともありました。

それから文化革命のあと、強硬な態度に出
て話し合いの場を全然拒否している状態です

しかしいつの日かは台湾の問題をぬきにし
て、相互に話し合おうという時期がこないで

もないと思います。

それから、日本は中国とのチャネルがなく

自民党の古井、田川両議員が行っている覚え

書貿易というチャネルがあり、叉貿易のおち

としてのつき合いがある訳だが、その問題に
ついて、周四原則とか覚え書貿易コミニケに

みられる日本は軍国主義が復活したという中

国の非難など種々の問題を含んでおります。
何れにせよ、中国問題はいくつかの面で、

戦争状態を回避するという国際緊張の面でも
重大な問題をかかえており、また将来東南ア
ジアの日本貿易、その他の問題で一生懸命進

出しようとするとき、やはり中国の問題とい

うものは、非常に大きく陰を残す訳でありま

す。

従って、成るべく早く話し合えるような状

態にしておかないかというのが今の日本の与

論の大勢ではないかという気がします。
一応簡単に日頃やっている仕事ですが、或

意味では日本の進路を決定するためにも重要
の問題根源がどこにあるか。何故こんな状態

になっているのかということについて簡単に

のべさせていただきました。

（終って質疑応答の時間に入り、池内君との
間に若干の質疑応答がなされた。）

幹事報告

0会報到着　石巻東RC、酒田東RC

O例会時間変更案内

山形RCRC8／5（水）pM6丸久屋上

。チャーターナイト案内

（熊本県）八代北RC

lO／18　八代農高体育館

。理事会　8／1411時より例会場にて

0展示する写真送付要請

地方大会に社会奉仕、職業奉仕に参考

になる写真を－8／31まで

スマイル

高橋正太郎君　安全協会優良役員として県

警本部長及び県安全協会長の表彰を受

けるため

小池繁治君　会報に新会長として写真が載

ったため
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊨5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwill and

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficial to al］

concerned？

ミ隔りを取り除こうミ

出席報告

本日の出席　会員数　　　64名
出席数　　　48名
出席率　75・00％

皆出席　7年間皆出席　五十嵐伊市郎君
6年間皆出席　林　茂助君

7月100％出席　40名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（裏）君、安藤
君、張君、長谷川（悦）君、早坂（源）君、

欠　席　者　阿宗君、平田（圭）君、平田　林君、飯自君、石黒君、五十嵐（三）君、五
（貢）君、飯自君、金井君、　十嵐（伊）君、五十嵐（一）君、五十嵐（八）君

黒谷君、今間君、嶺岸君、三　伊藤（貞）君、海東君、加藤君、上林君、中
井（徹）君、岩網君、斎藤　　花君、小池君、今間君、嶺岸君、三井（徹）
（信）君、佐藤（伊）君、富

樫君、笹原君、篠原君、手塚
林蔵君

前嘱の出席　前回出席率　76．92％
修正出席数　　　57名
確定出席率　87．69％

メークアップ　阿宗君一新庄RC

舅網君、新穂君一温海RC
林君、伊藤君、金井君、鷲田
君一鶴岡西RC

ビジター　東田一男君一高畠RC

ゲスト　三井安弥君

会員誕生　安藤定助君、早坂源四郎君
三井徹君、三井賢二君

典棒誕生　三井章様、佐藤奈津子様
手塚峰子様

君、三井（賢）君、三井（健）君、小野寺君
大川君、蓼君、斎藤（得）君、佐藤（忠）君
鈴木（善）、新穂君、鈴木（弥）君、篠原君
谷口君、高橋（無）君、高橋（正）君、手塚
林治君、上野君、鷲田君

会長報告

今間さんのご好意により、当クラブ分と同
型のスマイルボックスを、温海、余日、遊佐
の各クラブ分をつくっていただいて、お届出

来る段階になりました。
NHK局長高橋さんが、富山放送局長に栄

転することになり2日赴任しました。近く家
族とともに引越のため、こちらにこられるの
で、来週か釆々週の例会で、ご挨拶したいと
のことでした。

お手許に配られた鶴岡クラブの10通年誌が
見事に出来上りました。嶺岸委員長はじめ関
係者に厚く感謝します。
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恰度三井安弥さんが、鶴岡にお出でになり
ましたので、この例会でスピーチをおねがい
しました。

去年ローータリーの会合が飯坂と会津若松で
あったときに、一緒に旅行せせていただき、
そのときロータリーの話が出ました。三井さ
んは、自分はロータリーの共鳴者であると言
われまして、P【クリークラブには共鳴者の

団体はないかとたずねられました。無論ない
のですが、一昨日お会したとき自分はロータ

リーのシンパと言われました。
三井さんは、鶴岡をこよなく愛しておられ

ると思います。そういったこともあって鶴岡
クラブのシン㌧ぺといわれるではないかと思い

ます。また感銘深いお話をいただくことを期
待しますので、ご静聴ねがいます。

日本ジャンボリーについて　安藤君

凍て、ボーイスカウトを激励しようという
ことで、臓の準備をしておりましたが、この
ほど出来上りましたので、お目にかけます。

これは荘内藩の紋を入れたもので、酒井忠
明さんが心をこめて書き上げたもので、これ
を染色し、装備したもので、背負い袋なども
整っております。
今日3時14分鶴岡発の列車で、庄内から77

名が2隊に編成されて、富士宮市の朝霧高原
に向い出発します。2時半に駅頭で、激励壮
行会をやり、そのとき当クラブから庄内地区
委員会長佐藤寅之助を通じ、2隊に贈呈いた
します。時間の繰合せのつく方は、どうぞ駅
頭で激励して上げていただくようおねがいし
ます。
日本ジャンボリーは、4年毎に開かれま

す。第1回は31年に軽井沢で、第2回は34年
に滋賀県の琵琶湖畔で、第3回は37年に静岡
県の御殿場で、第4回は41年に日本原で実施
して参りました。今度は朝霧高原において行
われることになったのであります。ここでは
来年第13回の世界ジャンボリーが開かれので
今年度はリハーサルの形となりました。文部
省が大へん力を入れて、諸施設の改善にとり
くんでおります。
今回のジャンボリーは6日から開会し、10

日の閉会式まで3万人のボーイスカウトが彼
地に集います。そのうち500名～1，000名は外

国からの参加であります。
キャンプサイドには、当市の兄弟都市の鹿

児島のボーイスカウと隣接し、親交をたかめ
るよう本部に要望してきましたが、その要望
が叶えられて、隣接が実現しましたので喜ん
でおります。
去年のジャンボリーを猪苗代でやったとき

毎日雨にたたられて、一歩も外に出ずにその

礎引返した例がありました。
今年の日本ジャンボリーも天候を案じてお

ります。

三井安弥氏の卓話

皆さんの中にはごらんになられた万もある
と思いますが、荘内日報に雑文をのせまし
た。大学は出たけれどという標題でありまし
たが、意を尽せないこともあったので、この
ことにふれてみたいと思います。

これには大事なことも含んでおりますので

結論を申し上げますと、昔の大学も、今の大
学も、学問の基礎知識だけを与えられるとこ
ろで、人間形成には意味をなさないとのこと
を申し上げたのでありました。

大学ということにこだわって言えば、人間　＼、一一／
の一生の歩みが大学と思います。社会が大学
で人生大学の学生であると言えますから、皆
さんも私も、人生大学の学生な訳です。ただ
し一生かかっても卒業は出来ますまい。即ち
卒業試験が大変難しいからであります。

ここにお集りの方々は、大学院程度の方だ
と思います。そういう方々の為になる話など
私には出来そうもありません。
皆さんのように、社会で活躍なさっている方
々に対してほ、下手なお話をきくより、食後
15乃至30分休養することをお奨めいたしま

す。従って、食後人の話をきかねはならぬ事
などほ衛生上よくない事と思いますが、会長
さんの、折角の要望でしたし、またひさごや
の主人が、私と小学校の同級生で、仲がよい
し、鶴岡の方々であるので、お会いしたい方
もあって参りましたのでよろしくねがいます

さて、今日の話題には、多少の腹案もあ（
たのですが、ここに参ってから君ケ代の斉唱
をきき、君ケ代の作曲者を思い出したのでそ
れを申し上げることにいたします。

それは庄内にも関係あることであります。
というのは、現在の酒田市伊藤助役が、私と　＼
中学校の同級生でありました。それが仲々変　　、J
った人物であって、どうして助役になったか
不思議ですが、大分評判もよく結構と思いま
す。
伊藤君と一緒に中学に入ったときは校長が

交替しました。森岡喜三郎さんで、あとで文
部省督学官などになられた方の弟でした。

私が佐賀県の学務課長に行った頃、彼は佐
賀高等学校の校長でした。その森岡先生がバ
リバリのときで、宮城県の築飯から代ってこ
れれました。非常に革新にもえた方で、今ま
であった鳥海月山雲に入りという校歌を、香
えようという訳であります。現在もそうでし
ょうが、鵬嶺月峯雲に入りで萱間先生の作詞
のものになりましたが、前の鳥海月山雲に入



というのは、酒田の女学校の校歌、その他い
くつかの校歌とともにその曲をつくった先生
が、酒田女学校の先生で赴任しました奥好義
という方であります。

先生は宮内省の雅楽の楽師の出ということ
でした。ぞれが、汽車も通わぬ明治の昔、庄
内くんだりまできたのほどういう訳か、即ち
当時の宮内省だから給与もよかったのでわざ
わざ庄内にくるには理由があることと。そう
いったことを伊藤君が知りたいとのことでし
た。当時私は現職をやめて、鎌倉に引込んで
からなので、知っていたことを紹介してやっ
たのです。それで伊藤君が上京してきて調べ
たところ、奥先生は、私の生れた頃に楽部の
楽師をやっておりまして、ご承知の金剛石の
歌曲をつくったのでした。それが君ケ代もつ
くったのだとのことですが、当時は楽部の長
の人名が功績になるようなもので、その人が
つくったことになっております。しかし事実

は奥先生がつくったことがわかったのであり
ます。大した先生ですが、それがどうして庄
内にきたのかを調べた訳です。それによると
息は早逝していないが世襲として孫が楽師で
おったので、その方に消息をきいたのです
が、さっぱりわからない。
恐らく、夫婦仲でも悪くなって家庭の事情

で庄内まで来たように思われるのであり　ま

す。
私は当時病気で弱っていたので伊藤君以上

には調べられなかったのですが、今は元気に
なったので孫さんと会ったり雅楽の一番の年
配者と会って、このへんの事情をたしかめた
いと思います。

話題が代りますが、会長さんから紹介のあ
ったロータリークラブについてですが、内容
は忘れましたが、これを始めてきいたのは、
恐らく皆さんより私の方が早いと思います。
即ち大正11年に私が一高に入ったとき、そ

こにクレメソトというアメリカの英語教師が

おり、この人が、日本語を使わず、英語でベ
ラベラ言うのでした。当時の英語教育は、耳
にきく会話本意ではなく、そのため会話がさ
っぱりわからず、自分の成績もそのために落
ちたように思います。その先生の云うことは
わからないが、私は三井バンクと云われて金
を集めるときに私がさせられたのであり　ま
す。

さて英語の講議でテキストに使ったのが、
ローークリークラブのテストでした。ところが

ロータリークラブが出来たのは1905年といわ

れ、私が入学したのは、その後18年でしたの
で、創立後18年目に私がロータリーを知った
のであります。会長さんにロータリーのこと

について、いろいろ伺ってみると、ロークリ

一に対し世間の誤解も可成残っていると思わ

れるのであります。私も理解まで行っており
ませんが、何か上流階級の有閑的クラブと漠
然と思ていましたが、きいてみますと仲々味
のあるもので、今日の世上ではもっとも有意

義なことと思います。
即ち国民生産が世界第三位とか云われてエ

コノミックアニマルなどと悪評されています

が、振替ってみると、人間回復など佐藤さん
は言っているようですが、ちっとも人間回復
になっていない。

ますます人間性がなくなって、機械なの、
煙なの、公害ばかりで、自然は破壊されぼか
しであります。
しかし郷里の鶴岡はまだまだおそくはな

い。人間回復が出来ると固く信じておりま

す。
皆さんは、社会の中心大学院生なのでがす

から、こう云った面でも活躍してもらわねは
ならぬのであります。自然が破慎され、人間
性が失はれ、人間が皆ベルトコンベアで進む
ようでは困ります。人間性の回復をくれぐれ
もおねがいします。
夏になりましていつも思い出すのは、終戦

記念日の思い出であります。恰度よい機会で
ありますので、前回までに言い尽せなかった
点、また本当に言いたかった点を述べさせて
いただきます。

私が本当に言いたかったのは、人間回復の
ことです。歴史も今では唯物史観になり、英
雄はいかん、個人の功績はたたえるなすべて
組織で行くのだという解釈になったのですが
何と云っても人間個人の力量なり人格が歴史
を或程度左右するのでないかということは、
否定出来ぬように思うのであります。

何も英雄崇拝ではありませんが、またこれ
からは合議性でなければ運営出来ないことも
あると思います。

しかし人物なり人格なりの大小が、またえ
らいか否かが、組織の中に影響を与えるもの
と思います。
一例をとっても時代の趨勢とは云いながら

西郷さんと勝さんという二人のえらい人物の
出合いと相互の腹芸によって、徳川時代から
明治維新へとスムーズなバトンタッチが出来
たものと思います。それが我々のように理屈
ぼくて議論してみたって外交々渉などスムー
ズに進みようがないのであります。

終戦のときのことも前に申し上げたのです
が、私は陛下と鈴木貫太郎と当時の阿南陸相
の3人こそが、組戦のためにとっておかれた

人物だと思います。若し鈴木貫太郎でなかっ
たら、ああいう風にスムーズには行かなかっ
たと思います。



8月14日の午前10時、最後の御前会議のと

きに集った構成員は、海軍大臣、陸軍大臣、
陸軍参謀総長、海軍々令部長、外務大臣に、
柩密院議長の6人と総理の鈴木貫太郎でし
た。
それでポッダム宣言を受諾するか否かの意

見が3人宛に別れて収拾おぼつかなくなった
ころ、鈴木貫太郎が断を下すべきであったの
に、自分は何も言わずに陛下の御前に罷
て、陛下に断を下させたというのは、た
みのようにも思われますが、これは陛下
木貫太郎が個人的に親しい間柄ゆえに出来た
のでそれが最善の途だったのです。

阿南陸相が陛下の侍従武官でいたときに鈴
木貫太郎が侍従長であり、呼吸もそろってい
たこともありました。阿南は日本の武士道の
典型みたいに思われますが、私は鈴木貫太郎
こそは終戦のために残された無二の人物と思
ってるのであります。

幹事報告

（1）例会変更

秋田県仁賀保RC　8／1より

羽後銀行仁賀保支店
東京江東RC　　　8／25より

錦糸町ロッテ会館

岐阜南RC、岐阜西RC、岐阜東RC

8月より　岐阜会館

金沢南RC　8月より（木）～（火）

（2）会報到着

石巻東RC

（3）チャーターナイト案内

長崎東RC lO／17　於玉屋デパート

登録料　￥4，000

広島西RC　町1　於東洋工業体育館
登録料　￥4，000

日）山形県北西区インターシティ、ゼネラル
フォラム案内

9／13（目）於酒任l市庄内経済連

AMID′～PM5．30

（5）353区インターアクトクラブ年次大会

8／22（土）8／23（日）郡山市

スマイル

佐藤（昇）君　医療法人三井産婦人科医院設計
のため

中　山　君　同上の電気工事施工のため

小　花　君　市議無競率当選のため

小　池　君　ロータリーの友8月号に当クラ

ブのバーナー掲載のため

薮　田　君10通年記念誌に大きく写真掲載
のため

出
ら
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OF TSURUOKA

顔問ロータリー

第565号

1970．8．11（火）

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊨5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwill and

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficial to all

concerned？

阜隔りを取り除こうや

出席報告
本日の出席　会員数　　　64名

出席数　　　51名
出席率　79．69％

欠　席　者　阿宗君、長谷川（文）君、早坂
（徳）君、林君、平田（妻）君、
平田（貢）君、金野君、嶺岸君
磨君、斎藤（信）君、手塚林蔵君
津田君、薮田君

前回の出席　前回出席率　　　75％
修正出席率　　　57名
確定出席率　89・06％

メークアップ　黒谷君一温海RC

阿宗君一新庄RC
金井君、今間君、嶺岸君、三
井（徹）君、佐藤（伊）君、篠原君
富樫君－鶴岡西RC

会長報告
08月6日荘内証券KK鶴岡支店が竣工し、

招きに応じてロータリー代表として会長が出
席したこと、立派に完成されたこと。
08月5日鶴岡警察署に、社会奉仕委員会の

懸案であった図書を寄贈したので、大変感謝
されたこと。家族の方にもよんでいただくと
署長が言われたこと。
0国際奉仕委員会に関し、世界社会奉仕委員

長に張先生が任命されたこと。世界社会奉仕
委員会の活動状況についてアンケートを求め

られたが、実績がないと答えざるを得なかっ
たこと。今後国際車仕委員会で研究してもら
いたいと会長の要請があったこと。
。スマイルボックス寄贈について今間さんに

感謝の言葉があったこと。
。日本ジャンボリーに出動した当地ボーイス

カウトに、職を寄贈したので礼状がきたこと
o FMC混声合唱団から8月6日無事羽田に

帰着した通知のあったこと。
0西クラブが、満光園で納涼家族会を計画し
ており、希望者に対し会費1人1，500円位で

参加を求められているので親睦委員会で処理
していただきたいこと。

退会の挨拶（要約）　高橋無一君
急に富山に転勤を命ぜられ過日赴任した。

42年8月赴任し、ロータリークラブに加入を

認められて以来3カ年、世話になった。歴代
の会長始め役員から幾多の支援を得て、広報
国際奉仕会報の委員をつとめさせてもらった
お別れに当り各位に厚く御礼を申し上げ

る。今回は家族同伴富山に参るので、当席に
も出られ挨拶する機会を与えられた。
鶴岡は、放送局に、大変理解があり御好意

を寄せられて、終生忘れられない。
後任には佐々木氏がくるので、宜敷く御指

導たまわりたい。
皆様の健康と事業の発展を祈るとともに関

西にお出の節などお立寄りをねがいたい。

会
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卓　話（要旨）　佐藤伊和治君
自然のよさとよくいわれるが、余り簡単に

自然のよさなどといわれると気に障る。
庄内平野は昨日一番美しかった。今日も晴

れたが稲穂が垂れて、昨日の比でない。
白井氏の当せんの朝、ある婦人を訪ねた。

その婦人は欧州を廻りゲーテの遺跡などみて
感激の極みであったとのことで、あの頃が人
間のえい知の典型的な時代ではなかろうか。

これは美の客観性からそういわれるのでな
かろうか。

先刻岩手大学工学部の斎藤という学生と議
論したこと。その学校には新左翼の学生が10
名いて、先程何日間か、彼等によって学校封
鎖があったこと。学生3，000名中10名の新左
翼だが、あばれるときほ100名位になるとのこ
と。これに学生教授らが手も足も出ないこと
庄内育英会の真島民が言うには、真島民の

ところには左翼学生はいないが、充分に気を
配っているとのこと。しかし現在の社会環境
に満足している学生は、1人もいないと私は
みている。
先刻の斎藤君と存分に話してみると、新左

翼は何を目的としているかわからないが、新
左翼の学生と議論してほ勝てないということ
要するに新左翼は、破壊することによって

何か生れるだろうという考えをもつにちがい
ないこと。また工学部の学生ですらも共産主
義に対し魅力をもっていることがわかったこ
と。

日教組の教育を受けた今の大学生といえど
も、就職すれば、何も思想的に心配すること
がないだろうという考え方には、疑問を持た
ざるを得ないこと。

ウイリアムEオークという人が、隔りを取

除こうという、スローガンをかかげているが
これは非常に難しく、並大抵の努力で出来る
ものではないこと。それでも板除くための努
力はお互にしなければならないし、それによ
って生ずる磨擦は、人類への刺激だからこの
スローガンのもとにすすまなければならない
こと。

次で私は解説者でも評論家でもない。人間
に創造性がなければ、むしろ死んだ方がよい
こと。そのことを批判したり解説したりする
こと、即ち道をといてさびしからずやで、斎

藤君らが年配になると創造性はかけてくるし
一つの行動から感激した感慨など今の私には

湧かない。破壊によって新しさを産むという
創造性も君らにあるかもしれないが、それに
よって蒙る社会の迷惑は果てしなきものがあ
る。それだけの犠牲をはらっていいのか、真
剣に考えてみろと忠告したこと。

やはり徳川時代だって、儒教であっても、

おのれを利ウるときは、必ず他を害うたこと
他を害せず巳を利することは、かってなかっ
たことは歴史をひもといても明かであること
これが貝原益軒や荻生狙乗の理想とも云えた
こと。さればこそ、商人等ほ最下等の下劣な
人間と嫌われたこと。

斎藤君の考え方の中に国、県、市と云った
公的なものには公共性があり、私事には必ず
利己主義を伴うという考え方がないのかとた
だしたこと。公的なものには公共性があり、
私の企業には利己的なものがないのだという
考え方が君らにあり、それは封建思想の糟だ
ときをつけたこと。又そう云った考え方が一
番古い人だと強調したが相手にはひびかなか
ったこと。
西クラブにメークしたとき、エドソンとい

う24才の英国外交官の卓話があった。日本の
民族性を研究するために、日本語を覚えるた
めに、大山まできたのだという。
質問のときに私は2つの質問をした。英国

は降り坂一方の国と思っているが君の考えは

∴・j・言㍉十　　‥
時に労他者を徹底的に搾取し上層階級は富豪
になった。その反動で、労相運動か発展し労
伐者が金持になった。搾取の時代に生れたの
かカールマルクスのマルクスズムであるか、
英国ではこれを全然問題にしてないと言いき

∴∵∵∴∴、十・
ていたこと。

次に公害問題だ
になくしようとい
ている。チームズ河で
来るようになった。日本 、こういった過
程を辿るだろう。だからいくら日本が経済発
展国といったところで、この真似をせざるを
得ぬだろうと言い切った。

それから小花先生の市議補選の当選、白井
氏の市長当選のことと、このことについての
心境についても説話された。

謝　辞　　三井（徹）君
2日に医療法人産婦人科三井病院が完成の

運びとなり、各位の支援に対し謝意があった

花笠踊大行進について　鈴木善作君
昨日と今日と花笠踊大行進がある。盛大樫

に挙行されるようで、今日は奥羽自慢はじめ
938名の大勢となり、学校婦人会の外、万博
に出た美人連6名の参加もあり、是非共会員
の声援を請う。といった要請があった。

スマイル
三井　徹君一医療法人三井産婦人科病院竣

功のため
佐藤伊和治君一白井氏市長当選のため
荒的　勝君一羽黒山頂バスターミナル竣功

のため
新穂光一郎君一同上設計のため
鈴木善作君一花笠踊大行進成功のため
高橋無一君一退会に際し
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◎彗 報
轡；EET…3詔書；ACLUB

顔阿ロータリー

第566号

1970．8．18（火）

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内⑳5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwill and

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficial to all

concerned？

キ隔りを取り除こうも

出席報告
本日の出席　会員数　　　64名

出席数　　　50名
出席率　78．13％

欠　席　者　阿宗君、林君、橋浦君、平田
（貢）君、五十嵐（三）君、五十
嵐（伊）君、伊藤君、金野君、
三井（健）君、斎藤（得）君、斎
藤（信）君、手塚林蔵君、辻君
富樫君

前回の出席　前回出席率　78．13％
修区出席数　　　55％
確定出席数　85．94％

メークアップ　長谷川（文）君一都山東RC
林君一酒田RC
阿宗君一新庄RC
嶺岸君、慶君一鶴岡西RC

ビジター　中村太助君、林政一君一酒田RC
西村石歳君一酒田東RC
半田茂弥君、阿部正男君

一鶴岡西RC

イヤハルト・アイリン

会長挨拶
北西地区の分区代理として、酒田クラブの

中村太助さんがおみえになられ、分区代理と
しての御挨拶をしていただきます。

ジャーマシサン′ロータリークラブから礼状

が届いております。これはバストガバナーの

穴沢義一さんが、福島から混声合唱団を引率
渡米し、米国との国際理解をたかめたとの主
旨と、穴沢さんから当クラブのバナーと贈物
を届けていただいたためと思います。

9月13日酒田で行なわれるインターシティ
ゼネラルフォーラムのクラブ奉仕A部門のモ

デレーターとして、三井徹先生がモデレータ
ーに委嘱されましたのでよろしくおねがいし

ます。当日お出でになられぬときは、代わり
の方をたてていただくようにおねがいします

酒田東RD　西村石蔵君の挨拶
その任ではないのですが、年配の上から要

請を受けて、酒田東RCの会長に就任したの
でよろしくねがいます。非才でありますがこ
の一年間やらせていただきますので、皆様の

御指導をおねがいします。
9月13日のインターシテーゼネラルフォー

ラムは私の方が担当でありまして、中村分区
代理のアドバイスを得て行うことになりまし
たが、クラブ発足以来4年に過ぎず、何もわ
からないのでありますから、このことについ
ても御指導ねがいます。会場は事情によって
産業会館の使用が出来ないので、己を得ず経
済連の講堂で行うことになりましたが、どう
ぞ多数の参加をねがいます。

本年度の当クラブの収支予算案が出来まし　北西地区分区代理　中村太助君の挨拶
たので審議していただきます。　　　　　　　　此の度突然分区代理を命ぜられて、出席し

会
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て参ったのでありますが、自分自身がロータ
リアンとして精勤でない者でないので、こう
いう大役をおおせつかったことを心苦しく思

っておりますが、ロータリアンとして任命さ
れた以上、必ずやらねはならぬと云われてお
りますので、引受けることにいたしました。
分区代理としては、ここに小花さん、早坂さ
ん、張さんという熱心な方々が奉られ、分区
代理の仕事についての内容など、よく存じて
いると思いますので、かれこれ申さぬことに
いたします。私も、この御三方ならびに酒田
のかっての分区代理の石原さんから、お話を

承りましてやって行こうと思います。ただロ
ータリーには、やらなければならないという

言葉がないのだそうで、やった方がよかろう
ということで、すべてのものを解釈するのだ
そうで、ロータリアンであれば、やらなければ
ならないことは当然やるだろうというような

前提ですべてをやっているそうでありますで
そういった心棒でやって行きたいと思います

10月にはガバナーの公式訪問があり、その

前に皆様に挨拶する必要があるので今回参っ
たのであります。

この前の分区代理の会合で、あなたの分区
ではクラブの増加をはかれるかとたずねられ
たが、今度のガバナーが前期に張先生がハッ
スルしてあんなにつくったので、おそらく今

期はないだろうと云ってくれましたこともあ
るし、私としてほ、新しくつくられたロータ
リークラブの育成に、全力をつくして行きた
いと思います。
13日には、先程お話があったフォーラムが

酒田東クラブの当番で行われるので多数の出
席をおねがいします。

鶴岡西RC　阿部正男氏の挨拶
8月28日に鶴岡RC鶴岡西RC合同の家族

会を、満光園のプールサイドで生ビールを飲
み放題で行います。今年も是非という話があ
りましたので、親睦委員会の肝入りで合同で
やることになりました。会費は会員が1，500円

家族が1，000円、子供にはお子さまランチを
差上げることで500円とし、5時半から始め
ることにいたしました。

入場のときに、ロータリーと云ってもらえ
ば、もっと早い時刻から入場出来ます。それ
でプ⊥ルとかプラネタリウムなど、ごらんに

なるのもー興かと存じます。
なお12時半スタートで、両RC合同のゴル

フ大会を催すことになっております。これは

新穂さんに御依頼しておりますが、コンペ費
用が500円です。鶴岡RC、鶴岡西RCの夫
々会長杯を始め賞品は沢山用意してあります
ので多数の参加を望みます。

近々往復葉書で出欠をとらせていただきま

六匹　ノ　し　く＝　∨’占、し／し一〇

加して、元気でまた大きな成果を挙
てきました。特に鹿児島のスカウト
通り友好を尽し、一人一人が手を纏
今後の文通を約し、友愛の橋をかけ

す。参るときのバスの用意はいたしませんが
帰りには、満光園のマイクロバス2台を用意
いたします。
月をみながら楽しい一夜を過すので、是非

共多数の参加をねがいます。

安藤定助君挨拶
ボーイスカウトの第5回ジャンボリーの参

加について、職を贈って激励していただき、
また駅頭では五十嵐八郎氏をはじめ多数のお
見送り有難うございました。

て参りました。訓練も天候に恵まれて、皇太
子殿下同妃殿下の御台臨を仰ぎ、感激を一し
お深くいたしました。今後御元気でかえって
きたことはなく、大いに張切っておりました
このことについて厚く御礼申し上げます。
なおジャンボリーの様子につきましては、

後日派遣隊長の今野君から報告させます。
粕川君　本年度予算の説明

席
予
算
衝
で

た会員の手許に配られた、本年度
ついて説明された。
てほ、前年度より少くなっている
ではなく、前年度の実績を検討し
というので少くなったことの説明

また11月15日温海RCのチャーターナイト
があるので、温海クラブの補助を計上したと
の説明をなされた。

なお審議の結果全員一致で承認された。

幹事報告　（8月11日分）
会報到着
例会変更

11月15日　徳島市

登録料　￥5，500
361区年次大会10月9日、10月10日　大垣市

登録料　￥6，000
0インターシテーゼネラルフォラム

本日まで参加希望者　21名
新会員の出席を望む

0公式会員名簿の注文承り　1冊360円

幹事報告
0会報到着
石巻東RC　鶴岡西RC　鹿児島西RC
尾花沢KC　高畠RC

。例会変更
酒田RC　8．19（水）pM6

相馬屋（ゆかた会）
0チャーターナイト案内

韮崎RClO・25（日）韮崎西中学校体育館
佐渡RClO・4（日）両津市体育館

。年次大会
358地区10・24（土）10・25（日）

於帝国ホテル　9月20日申込〆切
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◎至 報
闇　諾㌔…3記三吉ACLUB

顔阿ロータリー

第567号

1970．8．25（火）

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊨5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficialto al］

COnCerned？

”隔りを翫り除こう”

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　64名

出　席　数　　　47名

出　席　率　73．44％

欠　席　者　阿宗君、阿部（裏）君、荒明君

林君、平田（圭）君、平田（貢）
君、五十嵐（伊）君、海東君、
加藤君、栗谷君、今間君、三

浦君、斎藤（得）君、鈴木（弥）

君、手塚林蔵君、津田君、富

樫君

前回の出席　前回出席率　78．13％

修正出席者　　　56名

確定出席率　87・50％

メークアップ　林君一東京RC

三井（健）君一山口RC

阿宗君一新庄RC

五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君

伊藤君一鶴岡西RC

ビジター　帯谷義雄君、栗本安基君一

鶴岡西RC

会長報告

報告ではないが、出席について申し上げま

す。ロータリーの友8月号をお読みの方は、

すでにわかっていると思いますが、正会員以

外に出席自由の会員制度が設けられました。

資格は、シニアサービスまたはバストサー

ビス会員で、5年以上会員であり70才以上の

方が恩恵に浴することになります。

これは、本人が申し出で、理事会が承認す

ればよいので、例会の出席自由で、出席率に

は影響なく、老後のたのしみに価します。

また、理事役員の指名を受けても断っても

よいことになっており、出席の都度登録料の

み支払えば、会費は不用となっております。

これは大会の決議の結果として、出来たも

ので、資格該当者で希望の方は、理事会に、

お申出ねがいます。

次に、会員平田貢さんからの8月6日付の

書面で、仕事の都合で例会に出席出来ぬこと

が多く、迷惑をかけるのが苦痛だから、退会

させていただきたいとの要請がありました。

翻意をお奨めしたが辞意が堅いので、理事

会で退会を承認したのでお報らせします。次
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回以後の例会で、退会の挨拶をしていただく

ようお願いいたします。

三井徹先生に、前会長のバッヂが届いたの

で差上げます。

十周年記念誌発行に当って　　　嶺岸光吉君

十周年記念誌編集委員長として、発行のお

くれた不手際に対し、深くお詫び申します。

内容的には、読む会誌より見る会誌として

前会長の起稿をねがい、また張先生から、10

年間の写真をお借りして、活用させていただ

きました。写真は大小あれ、とにかく全会員

が何にかの写真に入るように工夫をこらしま

した。また、10年間の会員のスピーチが128回

ビジター、ゲストの卓話が188回あり、これら

をピックアップして10年誌にも、スピーチの

一部を加えました。過誤記事等あることも重

ねてお詫び申し上げます。

インターアクト年次大会に出席して

三井徹君

土、日にかけて、第353地区のインターア

クト年次大会に出席してきたので、ご報告い

たします。

前夜懇談会が磐城熱海の向滝旅館で催され

て、仲々の盛会でした。設営もよく、ご馳走

もありましたが、余興や討論はありませんで

した。翌日、郡山安置商業高校の体育館で大

会があり盛会でした。

私が地区委員の指名を受けており、その立

場からも見て参りました。また過去5回の年

次大会のうち、今まで4回の大会に出席して

みて、年々生長していく感を受けました。

今度あらたに、インターアクトガバナーが

設けられることになりました。会場には、ガ

バナースレーク一に出たところの、恰度アメ

リカの短期留学から帰りだて聖光学園の宮村

君などもおりまして、インターアクトも過去

5年間に仲々生長したものだと感じられまし

た。ことに安積商業高校の熟の入れ方は大し

たもので、全校生徒をインターアクト会員に

したいとの念願をもっているそうです。現在

は60名の会員で、発足当時は100余名とのこ

とでした。校長先生が、郡山西クラブの会員

で、この人が言うには、ロータリークラブの

奉仕活動のうちでもっとも好ましいのは、青

少年に対して、如何に活発な奉仕活動をやっ

てもらうかでないかということを強調してお

られました。それで郡山西クラブでもそれに

全面的に支援しまして、インターアクトの設

立運営に対して、240万の予算を出したそう

で、びっくりしました。

そういった意味からも、活動が身近なこと

から板についた感を受けました。全体会議で

面白かったのは、鶴岡高専から我々の奉仕活

動に理論が必要かという問題が掟起されまし

たが、バストガバナー兼子さんから、奉仕は

愛だから理論は必要ないというお応えがあっ

たことであります。また安積商高から、奉仕

活動の場をどこに求めるかとの質問が出され

ましたが、身近なところより始めるというこ

と。それからインターアクト会員として活動

することが、楽しいかどうかということにつ

いて、それには苦労はあるが、結局は楽しい

と応えられました。

来年度からは、夏体中に年次大会をやるよ

うにきまり、順番として明年は鶴岡高専がホ

スト校となり、当クラブがスポンサークラブ

となることでお引受けするという形になりま

したので、どうぞよろしく御了承願います。

親睦行事について　　　　新穂光一郎君

28日の家族会に出欠未提出の方は、速かに

提出ねがいます。ゴルフの方は自分が取経て

おり25～26名位になる見込です。ゴルフの時

間は仲々かかりそうであります。

23日未明隣家の出火があり、自宅も多少消

火水を冠ったが、損害は軽微でした。

インター7クト年次大会に出席して

安藤足助君

三井先生の御報告に補足するようで、恐縮

に存じますが、年次大会に出席して強く感じ

た点を2、3述べたいと思います。

インターアクト活動は年を追う毎に活発に

なってきたことが印象的でした。ためしに記

、ノ



録をとってみたのでありますが、今は第5回

の年次大会で、第2回までは北海道との連合

地区大会で、第353地区の年次大会は3回目

に当ります。即ち由良でやった第3回の年次

大会の出席は5クラブ、出席人員89名、指導

教官が9名でありました。第4回大会は、去

年飯坂で行いまして、6クラブ、出席人員11

7名、指導教官目名でした。本年度の第5回

大会は郡山でありまして、磐城農高と岩瀬農

高の2校にインターアクトクラブがふえ8校

なとり、出席者155名、指導教官14名と年を

おうごとに盛になりました。

加盟校の生徒数のうち大体1・5％の人がイ

ンターアクトクラブに加入し、奉仕活動を行

っているのでないかと思います。中でも、校

長以下非常に強く活動に当っているのが、安

着商高であります。この学校では、校誌の中

にインターアクトの記事が多く盛られ、即ち

会員の積極的な投稿が、校誌を支えていると

言えます。安積商業10年の歩という本が出て

いますが、これの中にもインターアクトの記

事が可成り多く出ています。校長先生の熱意

と、ホストクラブの支援で、この地域のイン

ターアクトクラブ活動がェスカレートしてき

ている反面、各校のクラブ活動をみると、そ

の中に大きな格差が出ていることを強く感じ

ました。

各クラブ活動の格差が出てきた理由は、ホ

ストクラブの熱の入れ方に左右されると感じ

られました。わがクラブがホストする鶴岡工

業高専のインターアクト活動も、校長先生は

じめ非常な熱の入れ方で、また当クラブも、

例会毎に交替で会員が参加し、激励し声援す

るなどの協力があって、安置に次いで、活発

なクラブと言えましェう。このことは、今年

次大会の討議の内容や、参加人員の多さから

も、強調出来ると思います。

参加人員を申し上げますと、安積商高32名

磐城農高22名、岩瀬農高22名、鶴岡工業高専

16名、鶴岡西高7名でありました。

また活動内容についても、前進的な堀下げ
た討論がなされました。即ち奉仕とは何かと
いう意識してやるべきか、理論づけてやるベ

きかといった討論がなされたのであります。

これについて、理論的に掘下げることの是

非については、兼子バストガバナーのアドバ

イスもあり、問題もあると思いますが、しか

しそこまで自分等の行動というものを、地域

の為になるのか否か。また自分達のために何

をもとめられるのかということに意識してき

たと云うことは、渾然と入会した奉仕でなく

て、自分達自らが奉仕の中に飛び込もうとい

う熱意の表象と看倣され、極めてたのもしく

感じて参りました。

次に女子会員が、非常に多くなった事であ

ります。安積商高の会長は女子であります。

発言も女子に多いし、発言の仕方が上手だし

まとめ方も女子が上手だといった面もこの大

会から感じとることが出来ました。

報告と要望　　　　　　　　張結滞君

余目クラブの例会が9月4日午後6時半か

らと変更になった理由は、新会員6名入った

反面、4名が都合で退会し、プラス2名とな

りましたが、此際、友情をたかめるために、

家族とともにアヤツリ人形劇を観質しようと

いうことから出てきたもので、当クラブでは

会員からも多数の出席をのぞみます。

次にガバナースレークーを、当クラブでは

全員に配っておりますが、特に重要なことで

気のついたことは、会長または幹事の方から

例会の発言をおねがいしたいと思います。そ

ういったことでガバナーからも要請があった

のでよろしくねがいます。

私の関係にもなりますが、世界社会奉仕の

ところに、ペルーを救え、義摘金を送ろうと

いうことがあったので、これまたよろしくね

がいます。

幹事報告

0会報到着　新発田RC、八戸RC上の山R

C

。例会変更　余目RC　9／4　pM6．30

余目中央公民館
〃　　　　　ク　　7．30

親　睦　会



鶴岡西RC　8／28　pM5．30

滴　光　園

0チャーターナイト案内

京都乙訓RC

亀岡RC

京都城陽RC

3クラブ合同
チャーターナイト

0年次大会案内

373区11／7　日／8　熊本市民会館

○国際ロータリーシドニー大会案内

19715／15～5／20

0活動報告書未提出の委員長から早くご提出

を請う。

スマイル

小野寺　活君　ロッテ巨人戦が盛大裡に挙

行され成功したため。

新穂光一郎君　隣家の出火があったが自家

損害軽微のため。

阿部　公一君　2番目の孫出生のため。
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊨5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficial to all

concerned？

≧隔りを取り除こうミ

出席報告

本日の出席

欠　席　者　阿宗君、阿部（公）君、阿部裏

君、早坂（源）君、橋浦君、加

藤君、黒谷君、金野君、三井

（徹）君、三浦君、斎藤（栄）君

斎藤（信）君、鈴木（善）君、谷

口君、手塚林蔵君、津田君、

辻君、薮田君

前回の出席　前回出席率　73．44％

修正出席数　　　54名

確定出席率　84．38％

メークアップ　五十嵐（伊）君一和歌山南RC

林君一酒田（東）RC

阿宗君、阿部（賽）君、海東君

今間君、鈴木（弥）君
一鶴岡西RC

会員誕生　池内方平君、伊藤貞次君、小池繁

治君、高橋正太郎君、手塚林蔵君

上野三郎君

奥様誕生　五十嵐多摩子様、粕川澄様、三井

糸様、三井順子様

皆出席　5年間皆出席　三井賢二君

8月100％出席　　45名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（嚢）君、安藤君

張君、長谷川（文）君、長谷川（悦）君、早坂

（源）君、林君、池内君、石井君、石黒君、

五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、五十嵐（一）

君、五十嵐（八）君．伊藤君、海東君、粕川

君、金井君、上林君、小花君、小池君、今

間君、嶺岸君、三井（徹）君、三井（賢）君、

三井（健）君、中山君、小野寺君、大川君、

磨君、斎藤（栄）君、佐藤（伊）君、佐藤昇君

佐藤忠君、鈴木（善）君、新穂君、鈴木（弥）

君、篠原君、谷口君、高橋君、手塚林治君

上野君、鷲田君

会長報告

先程定例理事会を開き、決定したことを申

会
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し上げます。

前回の例会で配布したガバナースレーダー

に記事としてのっておりますが、ペルーに大

地震がおきたそうで、これに対して各クラブ

で援助したらどうかということでした。レー

ク一によれば、会員1人当り500円の拠金を

請うとの示唆がありましたが、当クラブでは

スマイルボックスから3万円を差上げる事に

決めたのでご報告いたします。

世界社会奉仕のこころみとしてしらべたと

ころ、交換学生の希望者がおります。オース

トリアの高校2年の女生徒で、当地区にきた

いとのことです。当クラブとしてほ、ホスト

を引き受けて下さる方があれば、引受けるこ

ともやぶさかでありません。しかし地区全体

に呼びかけられたものであり、当地区として

ほ実績もあるので、理事会としてほ、当クラ

ブは積極的に動かず、未引受のところからや

ってもらうことに結論付けられました。ただ

ホストを引受けて下さる方があれば別です。

10周年誌は見事に出来上りました。会員以

外の配布先について協議した結果、当時の会

長石黒さんと、編集委員長の嶺岸さんに配布

先を決めることを委嘱することにしたので、

よろしくねがいます。

以上が理事会決定事項の報告であります。

年次大会にお出になる方、第1日目の部門

別部会に出る人員割を次のように決めました

会員奉仕　会員の育成強化に佐藤忠君と高

橋君。職業奉仕　職場における人間関係に安

藤君。青少年奉仕　健全なるグループ造りに

ついて　上野君。世界社会奉仕　私達に何が

出来るか　会長と今野君。ロータリー財団強

化と活用について　笹原君と薮田君。

親睦行幸について　　　五十嵐伊一郎君

10月20日第3火曜日に、親睦ソフトボール

大会を挙行いたします。当クラブと西クラブ

それに青年会議所と商工会議所の青年部会が

相競うことになります。登録料が5，008円で

、9月5日代表者会議を11時半から行い出場

メソ／ミーなどを決めるそうです。

8月15日から30日まで、和歌山のインター

ハイを見学して参りました。その折、和歌山

南クラブにメークしましたら、バナーを頂戴

してきましたのでごらんに入れます。それか

ら山東さんという方が、中座され、その折に

名刺をいただきました。林先生をよく御存じ

で、先程林先生におたずねしましたら、この

方は鶴岡市の出身で医学博士だそうです。

白井市長の挨拶

御礼をかねて、ご挨拶申し上げます。選挙

中はいろいろと御心配をかげたり、おきわが

せいたしまして恐縮に存じます。此の度また

お仲間に入れていただき、心から嬉しく存じ

ます。

さて、3年間助役をやって、皆様はじめ、

市民の多数の方々と近づきのつもりでおりま

した。然るに、選挙で街の隅々まで廻ってみ

て、しみじみと感じたことを申し上げます。

辻裏まで入ると、破れ格子の間から、又う

すぐらいところから、熱心に手を振って応援

して下さった人々が多数おりました。このよ

うな人々が、どのような職業をもち、どのよ

うな生活をしているか。私にはてんで見当が

つきませんが、熱心に応援して下さる姿をみ

まして、現在の市政というものが、この方達

にどのようにお世話をしているものか、ここ

まで皆様が応援して下さるのに、若し当選し

たときに、どのような市政をしたならば、こ

の人達に御満足をいただけるかということを

つくづく感じました。

誠に容易でない事だと思いますが、隅々ま

で目耳の届く市政というものを、これからや

って行くには、どうしたらいいだろうと、そ

れだけ今心配をしているのであります。

これが私の選挙中に感じた最も大きな事で



あります。

以上一言感想を述べ、御礼と御挨拶を申し

上げます。

ジャンボリー参加の今野君の紹介　　安藤君

日本ジャンボリーに参加した、庄内地区の

ボーイスカウトは、元気で、充分な交歓と訓

練を積んで帰って参りました。その派遣団長

の今野君から、詳細にスライドを交えながら

状況報告をねがいたいと思います。

今野君は、以前にもこの歴で、スピーチさ

れたことがあり、東郷の学校に奉職されなが

ら、余境を一貫してボーイスカウト運動にさ

さげられ、鶴岡のボーイスカウトを維持育成

してこられた、大功績者であります。その証

佐として日本ボーイスカウトから功労賞を授

与されております。

今野君は庄内地区の指導のみならず、県の

副コミショナーとして、県全体のボーイスカ

ウトにも当られておられます。今度の日本ジ

ャンボリーでは、東北地方本部の野営長付と

して、大野営の準備にも活躍された方であり

ます。今回は庄内地区の派遣団長として、76

名をつれて、現地にのり込まれた方であり、

以上御紹介申し上げます。

日本ジャンボリーと庄内地区ボーイ

スカウトの活躍について　　今野登古君

今回の第5回日本ジャンボリー参加に当っ

ては、特にロータリークラブの皆様から絶大

なる御協力をいただき、庄内隊旗を2りゅう

御寄贈いただき、この隊旗のもと、76名のボ
ーイスカウトならびにリーダーは、一丸とな

って、今までの訓練その他を充分発揮するこ

とが出来たと思っており、心から御礼申し上

げます。

日本ジャンボリーは4年に1回開かれる大

会で、来年の第13回の世界ジャンボリーが同

じ場所で開かれるのであります。従って今回

のは、そのリハーサルと云ったらよいか、そ

の準備の為の世界ジャンボリーに通じるとこ

ろのジャンボリーでありました。

それで広さも万博会場と殆んど似ていると

いう大きさであって、今回は3万3千名集っ

ています。また外国スカウトは80名乗ってい

ますが、来年度の世界ジャンボリーに備えて

文部省としても、約1倍の巨費を投じて敷地

をつくっておられるようでした。その敷地の

中にも、普通のキャンプサイドでなく、防塵

舗装といったような、野営地の中を草で通っ

ても巌のたたない、また野営地の中を事が廻

り走るというような、今までにない広大なジ

ャンボリー会場でした。場所は静岡県の富士

宮から入って行く、身延山の近くの朝霧高原

で行われたのであります。

今回の日本ジャンボリーは、来年の世界ジ

ャンボリーに通じるもので、相互理解という

ことで、これまでスカウトが訓練してきたこ

とを理解し合って、友情を深めることがテー

マになっております。来年の世界ジャンボリ

ーのテーマも相互理解という、そのようにな

っており、そのテーマのもとに私達は日頃の

訓練を充分発揮してきた訳であります。（以

下スライドによる説明にうつられた）

スライドは、鶴岡駅前における壮行会から

現地のボーイスカウトの活動状況が精しく記

録され、会員諸君に、多大の感銘を与えた。

会長の言葉

張先生から、国際ロータリーのポールハウ

スへローの方にロータリー財団としての基金

として御寄付されたそうで、恐縮に存じてお

ります。37万円で大変な金高であります。当

クラブはトータルでいくらになったか未だ資

料がこなくて解りませんが、有難うございま

した。厚く御礼申し上げます。



幹事報告

0会報到着　石巻東RC

O例会変更案内

村上RC　9月17日　PM5．00

東京北RC　9月22日以降　帝国ホテル

○オハイオ州Tiffin・R・Cより、／；ナp送付

さる。8月19日例会に交換学生石黒利明君

出席、当クラブのバナー贈られた御礼状と

ともに。

スマイル

笹原君　8月28日鶴岡、鶴岡西ロータリー

クラブ親睦ゴルフ大会優勝のため

小池君　仝大会で準優勝のため。
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊧5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwill and

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficial to al】

concerned？

こ隔りを取り除こうミ

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　64名
出　席　数　　　46名
出　席　率　71．88％

欠　席　者　長谷川（文）君、長谷川（悦）君
早坂（徳）君、平田（圭）君、五
十嵐（伊）君、五十嵐（一）君、
伊藤君、加藤君、小池君、金
野君、嶺岸君、三井（賢）君、
岩網君、磨君、手塚林蔵君、
辻君、富樫君、薮田君

前回の出席　前回出席率　73．44％
修正出席数　　　54名
確定出席率　84・38％

メークアップ　阿部（裏）君【酒田東RC

阿宗君一新庄RC
阿部（公）君、早坂（源）君、金
野君、三井（徹）君、斎藤（栄）
君、斎藤（信）君、鈴木（善）君

一鶴岡西RC

ビジター　土田富之丞君一村上RC

会員バッヂ贈与　新会員　佐々木敏全君

会長報告（副会長代行）

報告事項の一つは、例年行われております

英語弁論大会の後援の依頼でありますが、本
クラブとしてカップと楯を寄贈したいと思い

ますので、ご報告申し上げます。予算はとっ
てあります。なお、9月20日9時から15時ま

でで、鶴岡南校講堂で行われ、会員の参列の

案内が参っております。
2番目は、青い鳥からのおねがいでありま

すが、青い鳥の会で、皆の集いという会を催
し、その内容は、肢体不自由児を満光園に11

月1日に招待したいという主旨のようであり

ます。ついて、各所から寄付をあおいでいる

とのことで、当クラブからもスマイルボック

スから1万円を出費したいのでご報告いたし

ます。なお、寄付だけで償い出来ませんので

音楽会を10月21日に、市体育館で行って、そ

れで資金カンパを求めようという考えのよう

であります。時間は6時30分からで入場料は
一般が200円、中学高学全が100円との事で、

当クラブにも、支援を求められており、次回
の例会で一般券50枚と学生券50枚を、袋とと

もにお廻しいたしますので、出来るだけきい
ていただくこととし、袋の中に代金を入れて

いただくようにおねがいします。

3番目は、RI財団より、張先生に御礼の

手紙が、英文と和文と両方参っております。
そのうち和文をお読みいたします。過去2度

会
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に亘り、ロータリー財団では、貴殿をポール
ハリスへローとして表彰申し上げる光栄に浴

しております。今日再び寄付を賜り、ロータ

リー財団管理委員会よりの感謝の辞をお伝え
いたしますことを喜ぶものであります。世界

平和ならびに国際理解への要求は、年ととも
にたかまっており、貴殿より賜りましたよう

な御支援を通じて、ロータリー財団では、こ

れらの目標の主旨に向って活動が出来るので

あります。末筆ながら御健勝をお祈りいたし
ます。としたためてあります。

4番目は、嶺岸会員の父君が逝去されまし
たので、会長と幹事がおくやみに参りました

なお、今日13時から葬儀が挙行されておりま

すが、例会終了後、副会長と幹事が参りたい
と存じます。

次は、スマイルボックスを遊佐、余目、温

海に今間壮太郎さんから贈られましたところ
会長と今間さんあてに、遊佐クラブ会長から

御礼状が届いております。

新会員佐々木敏全氏の紹介　小花盛雄君

NHK局長の佐々木さんを紹介いたします

東京都神田の生れで、日本大学の経済学科を
卒業されてからNIIKにお入りになって、ア

ナウンサーとしてスタートをなされました。

主として芸能番組を担当されたそうで、そ
の後は番組の総括センターの主幹となられて

番組編成という非常に重要な業務を担当され
ました。同時にコンピューターをNHKに導

入されまして、NHKの業務の近代化に多大
の御尽力をなさったベテランです。

私共会員として、このように素暗しい方を

会員にお迎えしたことは、クラブとしても光

栄のことで、皆さんどうぞよろしくおねがい

いたします。

なお引続き、新会員佐々木敏全君より入会
に際し、ユーモアを交えたご挨拶がなされま

した。

小花盛雄君

当クラブがスポンサーとなって設立された

鶴岡高専インターアクトにRIからの認証状
が、どういうためか非常におくれおくれにな

っておりましたが、このほど到着したので、

ご報告いたします。

インターアクトの認証状はこういうもので

あり、これを鶴岡高専インターアクトから永

久に保存していただきたいと思っております

同時に英文の書類が沢山参りましたがごこ

れは1970年度の世界中のインターアクトクラ

ブの名簿でありますが、この名簿の中には、

鶴岡高専のインタ【アクトが載っております

しかし、一番大事な認証状の送付がおくれた

のであります。これは、当時担当しておりま

したクラブのインターアクトの委員長の不手

際だろうと思いまして、お詫びするとともに

今後もどうぞ鶴岡高専インターアクトクラブ
の育成にお力添なおねがいいたします。

ゲスト　佐藤伊吉先生の溜介　石黒慶之助君

千葉大学名誉教授佐藤伊助氏でありますが
佐藤先生は鶴岡の出身であり、荘内中学とし
ての一番最後の御卒業かと思いますが、その

後現在の医学部の前身医尊に入学なされまし
て、その後引続き千葉に居住なされ、医師を

なされております。

たまたま、医師でありながら歯科の方の専

攻をなされまして、特に口腔外科の方の権威

者であります。現在も日本大学の口腔外科の
教授やら、国立第一病院の口腔外科の臨床の
ご指導を行っておられます。

そんなことで私も大変お世話になった恩師
でありまして、このたび郷里の御親戚にお芽

出たがあり、お出でになられたのです。この
チャンスを利用して、お話していただこうと

厚釜しいお蔽いをいたしましたところ、自分
の出生地のロータリークラブに顔出すことは

大変光栄なので、喜んで出てみようというこ

とで、心よくお出を叶えられて私も大変有難
く思っております。

ここの会員の鈴木善作さんや、鈴木弥一郎

さんは、御親戚であります。先生は、顎の戦

傷の権威者でありますが、今日は、そのよう

なお話でなく、別の面白いお話をしていただ

くことになっておりますので、御静聴をおね
がいします。簡単でありますが、ご紹介申し

上げます。

佐藤伊吉先生

クラブ活動というものが、どういうことを

しているのかということを、私の教え子にも

相当数の会員が居るのですが、精しく勉強し
たことがなかったのであります。

今話があったように、何かスピーチをとい

うことでしたが、こまりまして昨晩石黒先生



に湯田川で教育を受けまして大いに勉強した

わけであります。結局私の言葉でクラブ活動
の精神を要約してみますと、高い生活の団体

的な実践によって、人間完成理想社会の実現
をはかる。これがクラブの精神と思うのであ

り、誠に結構なことであります。

当節世の中が大分変調をきたしまして、大
阪の万博に行くにも遺言を書いて行かねはな
らぬような時世が目出ってきて、人塀は一つ

の兆域につき当っているというような感じが

いたしますので、こういう活動によって理想

社会が出来るということは誠に有難いことと

思います。私はクラブの会員ではありません
が、長年子弟の教育に従ってきて、その間い

ろんな人間関係で、いま申し上げた理想に向
って突進しておられる姿を側面的にながめて

みたのであります。その感想の一端をのべま

すが、むしろ私は教をいただくつもりで、参
ったのであり、余り堅くならないでこいと云

われてきたのであります。頭はつつぬけて空

であります。これから私の感じたことを莫然

と申し上げたいと思うのであります。

おききしますと、会員に名前だけかかげて

あとは知らん顔をしている人がいないかと伺
ったら、そういう人は一人もいないとのこと

また全員がクラブに奉仕し役員になるのだと
のことであります。ですから一人としてぼん

やりしている人は居ず、今の理想に向って活

動実践する。即ち実践によって理想か実現す
るということです。

先程石黒先生のお宅にお伺いしましたら、
殿様の書かれたミ怠るなかれヾという軸がか

かげられ、これを前にして朝から晩まで座っ

たらとてもぼんやりしておられないと、石黒

先生の活動ぶりも誠にこういうことが、大き

な支えになっているではないかと思っており

ます。

私も人間ですが、人間は、本能をもってい
る。平たい言葉で云えは慾であり、慾が即ち

生命なりと云えます。東大のある先生がかか

げたものにもう一つの本能を加えております

それは集団本能というもので、一人では生

きられない、それは実感としてある訳です。
ところが、動物の世界では、猿なら猿と集団

がありますと、その中では強いものが上に立
ち弱いものが従うという具合でうまくいって

いるのであります。同志を殺すという事はな

いのです。ところが万物の霊長をもって任じ

ている人間が、何千前の古い歴史を持ち、い

ろんなことをみてきながら、今なお戦斗があ

るということは、ある意味では人間ほど馬鹿

なものはない気がするのです。
これはまた慾というものにつながるもので

ないかと思うのであります。慾即ち本能の満

足は感覚の窓を通してはじめて出来るのです
から、よかったということを感じるのも、感

覚の窓を通してであります。ですから、感覚
は弧的なもので、全てに対して弧的なもので

すから、かたより易いのでありまず。いたい

とか、うれしいなどは自分が感じてはじめて

受けとれることであって、人のことはわから

ない。人のことはわからないと云って、我が

よければよいんだ、人はどうでもというよう

なことになり易いのであります。

それで結局私の人生の教の先生石丸悟平先

生という方がおられますが、その先生の教え
によれば、慾望の合理化、慾望そのものには

実際社会におりてきて始めて価値というもの

が出来る。人間生活において慾が始めて価値
に変る訳である。例えば、芸術的価値だとか

或は遺徳的価値その他いろんな価値が出来て
くる訳でありますが、慾望そのものは価値以

前のものであって、腹がへったからいい易い

とか、いったものではないと、合理化が出来

るか否かに、問題がかかっているのでありま

す。
こういうようにとられているのですが、要

するに慾望が我だけよいというような世界の

業が控えております。そして業をなくするた
めには行を積む。即ち修養をつむことです0

しかしこれは仲々云うべくしてむずかしい。

我というものには内側の我もあれば外もあ

る。内の我というのは、これ医師のことで失

礼ですけれども、あとまわしの古い脳と新し
い脳とあって、古い脳というのは動物共通で

新しい脳は人間だけが発達したものである○
ところが、動物の慾を満す方法は天然自然

の姿でいいのであります。ちゃんとその姿で

間に合っているのであります。何の古くもあ

りませんし病気にもなりません。

ところが人間の場合は、本能或は慾をとげ
るのは、衝動によるものであります。新しい

即ち大脳の命令によって行われるもので、古
い脳の方は非常に合理的に出来ているのであ

りまして、即ち自律神経とか、ホルモンとか

の作用によって、我々がしらないうちに食べ



るとチャンと消化して皆糞になって出てくる

ようなものであります。ところがそれを実際

にあやつっているのは大脳の方で、これが先

程云ったわれがよければどこまでも廃除して
いくという人間の、非常に精巧に出来ている

がために、却って不完全なドア←が強くなっ

てきて、今なお戦争がやまないというような

状態になっているのでないかと思うのであり

ます。

ところで、こういうお互いに勝手たことな

したい人を相手にする、あるいは自分もそう

だとお互がこうして行こうじゃないかという

集いは非常に有意義に思うのであります。
ところで、一人では生きられない、一人で

生きられないのに我だけが生きて行けばよい
というような風に出来ているというと、仲々

社会の理想という風なことがとられない。
レーニンは万人は一人のため、一人は万人

のためといった仲々高い理想を掲げたもので

これは釈迦様に云わしむれば慈悲で、キリス

トの愛、孔子の仁に相当するものと思います

が、これを実践にうつすには先ず我をとらな

ければならない。又他人に対してもこういう
ことがいいということをしてあげなければな

らないけれども、先程も言いましたように、

要するに人の為のことを我々外の善とします
と、善のためにすることはここを通してはじ

めて出来るのであります。

自分が病気か何かで苦しんだときに助られ
て、始めて感謝というものが生れる。こうい

う感謝を強くするということが、善にうつる

ところの基準だと私は考えるのでありまして

その場合に、若い頃は自分のことを考えれば
よいと思った。ところが、段々年をとります

と、私がこういう風に生きているのも人様の

お蔭だから、何とか人様のためにもやらなけ

ればならんと、そういう感が段々と強くなっ

てきます。そうしてそれをやって行きますと

それをやることが一つのたのしみとか愉快と

かの幸福感が生じてくるのであります。
これは実践しないと出来ないのでありまし

て、孔子は徳孤ならず必ず隣ありといってお

られまず。仏教の言葉で云えは情は人のため
ならずということも同じだろうと思いますが

要するに、おのれをむなしゅうして人のため
にやった有難さが自分に帰ってくる。

このことが我々を理想に向って努力させる

根元でないかと信じるのであります。そうい

うことで昨日も、当クラブでロータリー傘を

備えて、雨の降ったときに困った方に借すよ

うな仕組をしたが、傘が戻らなくてこまると
いう話が出ましたが、それは施して必ず返っ

てくると思うていたところに、人間のあさま

しさを否定していると、皆施せば戻ってくる

ということではなく、傘はなくなったら補給

して行くことによって、先程云ったように、

困ったときに助けられて始めて有難さがわか

り、人に施してやろうという原動力になると

いうことだと思い、こういう活動の継続をず

すめた訳であります。
これは日本のみでなく、世界的な活動です

から、若しこの精神が普遍して世界に行けば

戦争などはなくなる方向に進むと信じ、我々
の生きがいを感じてくるのであります。要す

るに一人一人では仲々力が出ないので、何事

もまとまりを持たなければならない、まとま

りをもったらいろんな力量の人、得意な人、

丈夫な人、弱い人、という風にいろいろラン
クがありますが、先ず会長さんなどは非常な

苦労をされているでないかと思います。

しかし、これも固定したものでなく、ぐる

ぐる廻りだそうですから、誠にいい制度と考

えています。このようなことで、皆様が職業
の別を問わず自分が生きているというなりわ

い、仕事、職業を通じて、融和世界をきずき

上げようとする意慾を益々たかめて私の郷土
のご発展を心からおねがいする次第でありま
す。私としては、お招きをいただき、この席
でこういう話をさせでいただいて奇怪に思わ
れる方もおありかもしれませんが、そういう
意味合いで皆様に敬意を表する次第でありま
す。過般私の先輩の林信夫先生がおりまして
その方が図書館に林文庫を創設した方です。

その節には、皆様から御支援御助力を得ま
して、あの庫が出来たことを私は後輩として
この席をお借りして厚く御礼申し上げる次第
であります。

幹事報告
0会報到着　鶴岡西RC、白鷹RC、石巻R

C、郡山RC、東京RC、能代RC
。例会場変更　鶴岡西RC9月11日、9月18

日、9月25日　会場ホテル山王関
。ロータリー問答集到着　希望者は申出での

こと。実費頒布
。ゴルフ大会　352地区の年次大会の親善ゴ

ルフ大会が10月2日（金）8時スター
ト、岩手ゴルフ新山コース18ホール

9月20日〆切
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四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4，．みんなのためになるかどうか

willit be beneficial to al］

concerned？

ミ隔りを取除こうミ

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　63名
出　席　数　　　35名
出　席　率　57．14％

欠　席　者　阿宗君、阿部（賽）君、荒明君
張君、石黒君、長谷川（悦）君
早坂（徳）君、平田（圭）君、五
十嵐（一）君、伊藤君、粕川君
加藤君、黒谷君、小花君、今
間君、嶺岸君、三井（徹）君、
三井（賢）君、中山君、小野寺
君、斎藤（信）君、新穂君、笹
原君、谷口君、佐々木君、辻
君、薮田君

前回の出席　前回出席率　71・88％
修正出席数　　　55名
確定出席率　85．94％

メークアップ　五十嵐（伊）君一釜石RC

伊藤（貞）君、三井（賢）君
一酒野乗RC

長谷川（悦）君、五十嵐（一）君
嶺岸君、岩網君、磨君、富樫
君【鶴岡西RC

スマイル　崇網兼松君、地方産業会のリーダ
ーとして市長表彰を受けたため。

会長報告

今日のスケジュールを申し上げます。この
一週間当クラブの例会が祭日にあたり休とな

り、のんびり出来ると思ったのですが、13日

に酒田でインターシチーフオーラムがあり、

そのあと19日～21日と大館で地区の年次大会

が催されて、それらに出席した会員からの報

告が沢山あると思い、今日はスピーチなしに
して、報告のスケジュールで行いたいと患い

ます。

報告事項として、温海のチャーターナイト

が決定いたしま「した柵

1‡言－．了三二二∴宰‾‥‘1－
すので、是非沢山の套貫かぢ参加していただ
くよう望みます。今日石黒さんから説明して
いただく積りでおりますが、欠席されました

ので、以上報告だけいたします。

次に、9月20日田川地区高校中学生の英語

弁論大会、これが南校の講堂で挙行されまし
た。たまたま私達が大館の年次大会に出席し
ておりましたので出席出来ず、阿部裏先生か

ら出席していただきました。この模様も阿部

裏先生がお出でになった折に説明していただ
きたいと思います。

9月13日、酒田のインターシチーフオーラ
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ムがありまして、当クラブから18名の出席を

いただき、ありがとうございました。磨さん

伊藤貞次さん、三浦悌三さん、鈴木弥一郎さ
ん、谷口晴敏さん、鈴木善作さん、栗谷正夫

さん、阿部裏さん、斎藤信義さん、三井賢二
さん、佐藤昇さん、張紹淵さん、早坂源四郎
さん、安藤定助さん、小花盛雄さん、三井徹

さん、それに上野三郎さんと私（会長）の18

名であります。そのときの協議の模様は、佐

藤昇さんか、早坂さんより一寸報告をおねが
いしたいと思います。なお、次期のインター

シチーフオーラムが廻り番として、鶴岡クラ

ブがホストクラブになって引受けてもらいた

いという申出があり、私が引受けて参りまし

た。私が引受けるについて、実施が来年度で

すので引受けるだけで、設営その他は、来年
度の会長、幹事、理事の万が大変ご苦労のこ
とと思いますが、よろしくおねがいします。

それから、9月の19、20、21日の3日間、

大館で地区年次大会がありました。それにも
会員から多数参加していただき有難うござい
ました。地区年次大会の方には、張紹淵さん
三井徹さん、安藤定助さん、高橋正太郎さん

笹原桂一さん、薮田誠樹さん、今野松弘さん
佐藤正さん、上野三郎さん、それに私（会長

）以上10名参加しました。前の日にゴルフの

大会がありまして、大会の模様は後刻高橋正
太郎さんから報告していただきたいと思いま

す。
年次大会の席上、うちのクラブで大へん表

彰がありまして、ポールハリスへエローが張

さんが表彰をうけ、ロータリー財団の寄附の
500％クラブとして、福島県の相馬ロータリー

クラブ、秋田ロータリークラブと、わが鶴岡

クラブが表彰を受けて参りました。出席優秀
クラブとしてほ、残念乍ら表彰されませんで

したけれども、会員の10年間皆出席の表彰が

ありまして、安藤定助さん、張紹淵さん、鈴
木善作さん、海藤与蔵さんが表彰を受けまし
た。（鈴木さん、海藤さんは年次大会不参加
のため代理受与）鶴岡クラブは4名の会員の

表彰なので、表彰費として1名5千円、計2

万円を拠出していただきたいとの中人があり

同事務局に2万円をおいて参りました。

親善ゴルフ大会の模様　　　高橋正太郎君

前日のゴルフ大会の参加は、68名でありま

した。当クラブの笹原桂一君が11位でありま

す。そちらの大きいカップをいただいて参り

ました。それから、薮田君が12位でそちらの

カップをいただいて参りました。因に、おと

なりの中村太助さんが第1位で優勝いたしま

した。

フォーラムに出席して　　　早坂源四郎君

私がインターシチーフオーラムに出席した

ので、その状況をご報告申し上げます。

テーマは、クラブ奉仕部門、社会奉仕部門

職業奉仕部門、国際奉仕部門と別れておりま
して、私は前日に事務局の万からクラブ奉仕

部門のAを担当せよとのこと。それは出席率

向上の万策のために、各クラブから意見をき

きたいというテーマであります。次は会報編

集の上の種々の問題点或は名案があればきか
せてほしいとのこと。私の担当は、出席率向

上のためによい施策があったら勉強してくる

ようにとの指示でしたが、大した勉強もせず

出席しました。
クラブ奉仕部門のモデレーターは、当クラ

ブの三井徹先生でありました。モデレーター

と云うのは、司会役であります。それで最初
に新しく出来たクラブに対して、三井先生か

ら出席の状況をきかれました。これらのクラ

ブは、出席率が余り振わないが、あまりやか

ましくいうといろいろ問題を生ずるというこ

とをのべておられました。

それから、古いクラブ、酒田クラブ、新庄

クラブからは、いろいろ出席奨励の施策につ

いて説明がありましたが、結果については皆

様御承知の通り余り香しくない出席率であり

ます。鶴岡クラブは一番最後の万にしゃべる

ように三井先生からお話がありましたので、

私は鶴岡クラブとして出席率向上の施策につ
いて2、3お話ししたのでありますが、これ

はクラブの代表としての意見としてではなく

クラブの会員個人として申し上げたのであり

ます。その申し上げた概要を申し上けます。

私は当クラブの8月の出席状況を予め調べ
ておきまして、8月は今日配られたガバナー

スレーダーの最後に掲げてありますように、

当クラブとしては比較的成績のよい86・72％

でした。私はこれを分析して、8月には当ク

ラブとして100％の出席率の会員が45名居り

これが70％を占め、75％出席者が目名で20％

それからあとの10％の8名の方が50％を切っ

ているのです。出来ればこれらの万が少くと



も75％台を保てば、当クラブの出席率は、平

均出席率を上廻り、92～93％に行くことは確

実であるということは述べました。

そこで、庄内地方のクラブの出席率が悪い
のは、親の躾が悪いというのが私の結論であ

ります。親の躾が悪いというのは、前提とし

てロータリークラブは出席しなければならぬ

ということを、しっかり身につけなければな

らぬことであり、ロータリークラブとしてこ

れも一つのルールであるので、そういう意味

において、クラブの在り方に反省すべき点が

あるのではないかと思うのであります。

今急に100％の出席といわれても、仲々難
しいが、少くとも92～93％に行くのほ可能で

あるということを分析的に申し上げます。シ
ニアアクチブで永い間病気の万は、当然出席

率から除外出来るのであります。

まだ、8月号のロータリーの友に出ていた

第360地区（名古屋の方）でRIの本部から

許しを持たという、シニアアクチブで、70才

以上の方でシニアアクチブ5年以上の万は、

出席は自由だということをガバナーにただし

まして、そしてそれが可能ならば、当クラブ

も年配の方が大分おられるので、それを認め
てはしいということを申し出でましたら、こ

れに対するガバナーの回答は、ロータリーの

友に書いてあるのほ、RIの本部からきた英

文を誤訳したのだとのことでした。定款では
シニアアクチブで自由出席は会員になってか

ら20年、それに満65才以上とのことで、それ

では当クラブに自由出席の有資格者が出来な
いということになります。

ガバナーが言うには、ロータリーの友8月

号に書いてあることは誤りであるということ
の訂正記事を10月号にのせるとのことであり

ました。このことは、全国のガバナーが集っ

たときにそういう話が出まして、やはりこれ

はまちがいであるということが確認されたと

のことです。私もそういうことをききますと

なるほど、ロータリークラブの出席に関する

ルールというものは厳しいものだということ

で、それはルールの上に立っているクラブで

すから、出席奨励委員長が先頭に立たれまし
て、やはり毎月のクラブの出席の内容を分析

して、真にやむを得ぬ方は仕方がありません

が、出来るだけ出席率の向上につとめなけれ
ばならぬことを感じた次第であります。

フォーラムに出席して　　　　佐藤昇君

社会奉仕部門に出席して参りました。各ク
ラブから、社会奉仕活動についていろいろ発

表がありましたが、各クラブとも大体似たり
よったりの活動の様でありました。例えば、
ゴミ箱の設置とか、カーブミラー、ガードレ

ールの設置、花一杯運動といったようなもの

が多いようでした。

古いクラブは実績があって、その継続事業
に重点をおいているというのが殆んどでした

私の万も今までやってきたロータリー傘と

か、今までやってきたものを充実してやると

報告してきました。特に変ったこともないの
で、一度以上報告といたします。

さて、駅に備付けてあるロータリー傘が2

本しか残ってないので、前の委員長の五十嵐
さんが準備しておられたロータリー傘20本を

今日駅にとどけることにしております。

地区年次大会に出席して　　　　会　長

19日～21日挙行されました第353地区年次

大会の大体の模様をお伝えいたします。なお

詳細について、また協議事項などについては

出席された会員からご報告をおねがいいたし
ます。

私共は、年次大会は他所事のように感じ、
ホスト側では大変だろうという気拝はいたし

ますが、何づれは、当クラブもホストになる

ことがあるだろうと考えると大変だという気

拝が身にしみて参りました。
予算をききますと、1，200万円位かかって

いるのだそうであります。地区の万から会員

1人当り地区大会のために1，800円、これは

出している訳であります。この地区に大体3，
000有余名いるので、約600万円が地区から出

ていく。それから登録料が1人5，000円で1，0

00人登録されるとそれで500万円、それでも

やはり足が出るのだそうであります。

私が大館クラブの大会委員長と恰度会う機
会がありまして、大体どの位かかったものか
おききしましたところ、予算として1，200万

円位組んだのだが、事務局に動する串の費用
やその他の経費がかかって、その節よりほ一

寸オーバーするだろうということで、1，200万
～1，300万円はかかると予想されており、こ

れはなかなか大変なものだとつくづく感じて
参りました。

それから、次回の年次大会が、これはカバ



ナーが出る土地でやるのが慣例になっている

ようです。山形クラブの山形酸素の社長の庄

司晋作さんが、来年度の即ち1970年～1971年

のガバナーになることに正式に決定いたしま

した。

いわゆるガバナー′ミニーになられたわけ

であります。来年度は第352地区と第353地区

いわゆる東北六県の地区が一つになって、来

年度は山形で年次大会を行うということまで

決定しておりました。当クラブとしては、山

形でやられるわけですから、距離的にも近い
ので、是非年次大会に沢山の方々から参加し

ていただくよう、今からおねがいしておきま

す。と申しますのは、大体の方は年次大会に

出席された経験がおありと思いますが、未だ
一回も出られない方もいらっしゃるので、そ

ういう方々からほ是非とも参加をおねがいし

ます。

そこで、RIの代表とか、その他ロータリ
ーに精通した大ベテランの万々がお話されま

すので、決して感銘しないということでなく

て、必ず感銘して帰られると思うので、そう
いう収獲は必ずあると思うので、是非共出席

をおねがいいたします。唯大体のことはその

ようなものです。

私が部門別として出たのは、世界社会奉仕
部門で、私達に何が出来るかということでし
た。これは、カウンセラーに穴沢バストガバ

ナー、モデレーターに張先生が出られており

世界社会奉仕には私達は何が出来るかという
ような問題でした。こちらの考えでは、悪い

言い方ですが、大人の遊びみたいな考えで、

低開発国だから援助の手を指しのべた万がい
いだろうくらいの調子でやりますと、政治的

な配慮もありますし、国民の感情的な問題も

あるのだそうです。それで0そういう点を考

慮して行かないと折角の援助の手というもの
が、向うにとってほ、やってくれなくともよ

いものを何でやるんだというようなことにな

る場合もあり、そういう配慮をなされてから

行った方がいいではないかとのことでありま

した。

事実として、韓国から看護婦さんが2名と
か3名に、日本で最新医療で、高度の看護技

術を教えるからこいと呼びかけたそうです。
それで飛行機の切符まで用意して贈ったそう
ですが、韓国からほ全然くる意志がないとの
ことで未だきてないそうで、そういったこと

で、こちらでやろうとしても、向うですんな

りと向けてくれない場合があるので、非常に

難しいとのことでした。

それから、これは地区としてやったことで

すが、小花先生が尽力されまして、この地区
から印度に対し、顕微鏡や、いろんな医療機

器をお贈りしたとのことですが、それも1年
2年の歳月を経てやっと届いたそうです。し

かし、印度政府としては、関税を20％かける

とかということで、金額として200万円から3

00万円のものを贈ったのですが、20％の関税

とすると、これは約60万円を受けた方で出さ

なければならないので、切角もらっても60万

円も出さなければならないので、そういう点

でも行きちがいがあるとのことでした。

しかし、そういうことだから世界社会奉仕

活動をやってはいけないということではなく

やる場合には相当の配慮をもって行わなけれ
ば、スムースに行かないとのことでした。や

るとすれば、ガバナーの私見であるようです

が、オーストラリアであればスムースに行く

と、これは援助と限られたものではなく技術
の交換といったもので、単に援助するという

ことは大変なんだとのことでした。

次に、クラブ単位としてやるときほ、余り

大きなことは出来ないので、それほどうなの
かとガバナーにたずねましたら、それはクラ

ブのレベルとして考えれはいいのだとのこと

で、鶴岡クラブのような比較的小クラブが、

東京のクラブと同じレベルで考えたら何も出

来る筈がないので、そのクラブのレベルで考

えて構わないのだと云われました。世界社会
奉仕というのは、大きい問題で、何かとりと
めのないようなものでした。

それから．パンフレットがきていますが、

うちのクラブではこういう援助が出来るとか

向うのクラブではこういう援助をして欲しい

とかのリストが出来ているのだそうです。

昔≒今日の目標ヾという冊子ですが、今プ
ロジェクト、イン、インターナショナルサー

ビスというようなパンフレットとなり、それ

をみると、こういう援助が欲しいとか、こう

いう援助が出来るというリストだそうで、そ

のリストからリストアップして、RIの中央

事務局に申込めば、余り億劫でなく出来ると
のことで、中央事務局を利用して世界社会奉

仕をやって欲しいとのことでした。



地区年次大会に出席して　　　安藤足助君

報告に先立ち、皆様の御鞭控と御援助のお

蔭で10年間無欠席のダイヤモンドバッヂをい

ただき、今日胸につけて参りました。有難う

ございました。今年の3月には無理をして健

康を害しましたが、これを一つの教訓として

健康に留意して、職業にまたロータリーに出

精したいと思います。

さて、昨日の地区年次大会の青少年部門を

担当して、部門別に出席して参りました。部

門別に入る前に、今度の地区大会には、私と
して3年振りで出たのでありますが、実はそ
の前の地区大会が何となくマンネリ化して、

友情の交換が少く、唯行事的な感がして魅力
が乏しいように感ぜられました。今度も秋田
の北端だし大したことはないだろうと、唯私

の表彰もありましたし、あの地区に知友がお

りましたし、しばらく不勉強しましたから、

といったことで出て参りましたが、結果とし

ては、まことに自分がそう思ったことがはず

かしく思う位に立派な地区大会でありました

僅か80人そこそこのホストクラブとコホ

ストの人達の1，20D方の予算をもって行う大

地区大会でありましたが、一糸乱れず、その

中にホスト乃至コホストの全員の誠意のこ

もった、何とかしてこの地区大会を成功させ
よう、簡素の中にも友情を披歴しよう、ギャ

ップをなくしようという3つの筋がぴしゃり

と通り誠に気特のいい、そして内容の充実し
たその間に友情が充ちあふれた大会でありま
した。本当に私共10何年ロータリーに居りま

して、いろんな大会に出ましたが、今度の大

会ほど気持よく感激した大会はございません
でした。恐らくはじめて大会に出席された万

も、想像もつかない感激をお持ちになったこ

とと思います。

よって、これから先の地区行事も、各クラ

ブともこういう行事の刺激を受けて、山形辺

でも熱意のこもった大会をお開きになると思
いますし、是非共おすすめしたいことは、古

い方も新しい万も、その区別なく出席されて
ロータリーの感激と、ロータリーを身につけ

ることの2つをおやりになっていただきたい

と自分の感激をおわかちしたい気がしました

青少年部門は、私に言わしむれば生意気な
言い分かもしれないが、あの部門別協議会は
失敗だと感じてきました。ということは、モ
デレーターがいて、モデレーターが各クラブ

のいろんな意見とか、宍例とかを引き出して

皆の参考にするのが、部門別協議会の筈です
が、カウンセラーは余りにお識りになってい

るせいか、或は余りに教え込みたいせいか、
一人で30分間もインターアクトとローターア

クトの説明に終始され、あとの1時間も、兎

に角インターアクトとローターアクトにテー

マをしぼって、そして一つの意見が出るとそ

れに10分も20分も自分がしゃべってしまう状

態で、誰の部門別協議会かわからぬと、しか

もインターアクトとローターアクトで、わか

っているのは2、3クラブであって、あとは

チンプンカンプンというクラブを前にして、

わかった人が酒々とインターアクトとローダ
【アクトを論じたというような、今までにな

い部門別協議会と見て参りました。

従って、出てきた問題はインターアクトと
ローターアクトとやるのにどう困ったとか、

やってから何か関ったことがないかというこ

とにしぼられてきておりました。出たのは、

インターアクトを持っている福島県の二、三

のクラブ位で、秋田はクラブがないので目を

ぱちぱちしているので、これではこの会議が

おかしくなってしまうと考え、生意気に私が

最後に立ちまして、幸に皆さんがこのクラブ

は青少年問題に非常に大きな活動をしておら

れるので、その実例なとり上げて、次のこと

を提案して、総まとめにしたというような形

になりました。

それの一つは、インターアクトは我クラブ

では、西校と高専の2つをつくりました。つ

くるについては、非常な困難がある。一つは

クラブがインターアクトをどう理解するかと

いうこと、一つには学校の先生方にロータリ
ーをどう理解させて、更にインターアクトを

どう理解させるかと、それから生徒達にイン

ターアクトはどうなのか、ロータリーは何か

ということを一応予備的に理解させるのが一
つの手段であると。それから、教育委員会な

どもその通りであると。その順序も踏まずに

唯わかったロータリアンが、インターアクト

を学校に押しつけても失敗に終ると。もう一
つは、学校は学校なりの文部省から県教委を

通じた一つのルールがある。それを知らずに
こちらから、インターアクトをいいことだい

いことだと押しつけても大変な問題がおこる

と、この二つのこと気をつけて行く方法があ
り、これは私のクラブの例ですか高専の場合



で校長先生も、学生主事もロータリーアンで

あり、しかも校長先生が自ら学校に導入した
いという熱意で、原文までとって自ら勉強な

され、充分に学校内にその基本を普及されて

そして校長先生が陣頭に立っておやりになっ
たと。これは強引に押して成功された途であ
ると。その2つを申し上げました。

それから、ローターアクトについては、我
々もチンプンカンプンで、これから勉強して

行かねはならぬと。しかし、これも高専で校

長先生が非常な熱意をもっておられるので、

青少年委員会インターアクト委員会が、中心

となって、ご援助申し上げてやって行きたい
と。ただここにインターアクトとローターア

クトについて当初からカウンセラーの大変強

いご発言があったけれども、これはどうもお

かしいと。ここにおられる多数のクラブ員は

その殆んどがチンプンカンプンで、わかって

おられるのはガバナーだけだと、それをいい

ことだからやれといわれて、それではどうす

るのですかときくと、それは文献事務所に文

献があるからそれをとってしらべよと。それ

ではあまり無責任ではないでしょうかと。い

わゆる地区としてインターアクト、ローター

アクトを普及する態勢が整っていないでない

かと。もう少しそこのところに地区としてお

考えになる必要はなかろうかと。
そうでないと、前のワンダーフォケルのよ

うな大きな失敗に導く場合もあるかもしれな
いというような、大変卒直な意見を出しまし

た。それから、どういう風にして青少年のグ
ループをつくるかということは、現在各クラ

ブの地域の中には、ボーイスカウト、ガール

スカウト、或は海洋少年団、或はスポーツ少

年臥或は近年大変いいことには、各高校あ
たりにボランティア活動をし出したグループ

が年々ふえており、これに手を差しのべるこ

とがいいことではないでしょうかと、新しい

ことをやることよりも、現在伸びつつある、

そしてそれらを小さい力で何とかその芽をの
はそうとして、いろんな院路にぶっつかり苦

しんでいる善良なグループがあると、これに

地域社会の我々ロータリーアンが手を貸して

上けるということが、一番近道の青少年グル
ープつくりでなかろうかと。

それについて、ボーイスカウトのつくり方

とか、うちでやっているボランティアグルー
プの横の連絡をとってあげるとかの例を話し

大変な共鳴を受けまして、あとでモデレータ
ーの下田与吉さんが、今日の部門別は鶴岡ク

ラブにすっかりまとめていただいて有難うと

御礼の言葉をいただいて次第であります。

幹事報告

。会報到着　米沢西RC、石巻東RC、八戸

RC、鹿児島RC、郡山RC、秋田R

C、米沢RC
。チャーターナイト案内

登別RC lタ≦5　於登別温泉
￥5，000　％。〆切

広島西RC　リi　於東洋工業スポー
ツセ∴／ダー　￥4，000　％n〆切

草津RC L多子　於草津市民会館
￥4，000　％5〆切

京都乙訓RC

亀　岡　R C

京都城陽RC l二・三

ラブ合同　り首2

1％（．〆切

01971年版ローータリーダイアリー予約注文

￥6001舛0〆切

。バナー交換　大館クラブ（於大館）

こ
　
n
U
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊨5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwill and

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

COnCerned？

こ隔りを取り除こうミ

出席報告

本日の出席　会員数　　　63名
出席数　　　44名
出席率　69・84％

欠　席　者　阿宗君、荒明君、張君、平田
（圭）君、五十嵐（一）君、金井君
加藤君、小花君、三浦君、完
網君、中山君、小野寺君、摩君
斎藤（栄）君、斎藤（信）君、佐
藤（伊）君、佐藤（升）君、富樫君
薮田君

前回の出席　前回出席率　57．14％
修正出席率　　　54％
確定出席率　85．71％

メークアップ　五十嵐（一）君一浅草RC

張君、三井徹君、笹原君、薮
田君一大館RC

阿宗君一新庄RC
黒谷君、斎藤（信）君、谷口君

一酒田束RC

佐々木君一酒田RC
長谷川（悦）君一温海RC
阿部嚢君、石黒君、小花君、
今間君、嶺岸君、三井（賢）君
新穂看Ⅳ鶴岡酉RC

ビジター　清水清三君一行田RC

林京二君一大江RC

会長報告

佐々木敏全さんの委員会の所属が未決定で

ありましたが、会報委員会の方を高橋前委員
のあととして引き受けていただくようにおね

がいします。

この間も発表あった青い鳥音楽会の入場券

が参っております。（この主旨について説明

がなされた）一般の入場券が50枚、高校中学

生の分が20枚委託され、一般の分が200円で

高校中学の生徒が100円です。10月21日6時
30分からの開演であります。入場券をお廻し

しますのでよろしくねがいます。

それから親睦委員会の御協力により、県外か
らのビジターに対して、おくぼりするためパ

ンフレットを用意しました。早速今日行田か

らおいでになられた清水さんに差し上げま

す。ゲストとして出席の自瀬さんにも差し上

げます。鶴岡のことを知っていただけば結構
と思います。

温海クラブの現況報告　　石黒慶之助君

温海クラブの近況をご報せいたします。今

まで例会を18回重ねまして、大分会員がロー

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



タリーを理解して参りました。現在28名の会

員であります。出席率は大体75％前後のよう
であります。その間当クラブからは、張さ

ん。早坂さん、小花さん、安藤さん、五十嵐

三郎さん、黒谷さん、新穂さんにお出でねが
い、貴重なスピーチを頂戴しまして、いろい

ろ感銘しているようであります。ただ自分達

が自覚というか、やろうという気拝が仲々出

てきませんで、スポンサークラブにメークし

たり、チャーターナイトに割当てて出したり

して、大分盛り上ってきました。

先般小花先生と相談して、早くチャーター
ナイトをやって会員を引き締めてやった方が

いいではないかというようなことから、一寸

無理と思いましたが11月15日にチャーターを

することにしました。既にクラブの方にご案

内があったと思います。

各委員会の活動も極めて低調であります。
いづれにしても、会長幹事その他2、3の方

が張切っているが、外の会員がついて行けぬ
のが実状のようであります。唯ここで、チャ
ーターナイトを盛り上げていき、会員を緊め

て、親睦と団結をほかるのが、今課せられた

段階といえます。バーナーもでき、ハンコタ

ンナの娘の演を中に入れるように決ったよう

であります。ソングの方も、奉仕の理想と、

我等のなりわいまですすみました。それでこ
そロータリーまでは入っておらない状態であ

ります。1から始めなければならないので会

長が指示されてもすく“とは参らず、手をとり

足なとりといった具合てあります。

社会奉仕の方も、スマイルボックスの金が

余りたいので、温海の特殊学級に教育器材を

寄付することと、本クラブで拾周年記念とし
て寄贈した交通安全教育車を、温海に持って
いって交通教育をやろうというのが、近々の

活動のようであります。

従って会員の拡大は、チャーターナイトを
やってから行うという考えであります。力足

らずで会員の皆様からお力添をいただきまし

たが、チャーターナイトをやるまでにこぎつ

けたことをご報告いたします。チャーターに

はホストの当クラブ会員の全員が夫人同伴で

ご参加下さることを希望いたします。

温海クラブのチャーターナイトについて

上野三郎君

11月L5日（日）会場は温海の万国屋旅館、

登録受付が12時から13時まで、式典が13時か

ら14時まで、祝宴が15時から16時までとなっ

ております。登録料は会員が4，000円、家族

が3，000円となっており、概数を10月5日ま

でと申出を受けておりますのでよろしくねが

います。

挨　　拶　　　　嶺岸光害君

9月8日父の葬儀に際しては、クラブから

過分のお花を頂戴し、また会員の皆様からほ
おくやみの言葉、ご会葬をいただきまして、

この席をお借りして、厚く御礼を申しとげま

す。

お客様用パンフレットについて

五十嵐伊市郎君

会長から話があった、パンフレットを10部

もってきたところ2部を差上げることになり

ました。なくなりましたらまた持って参りま

すし、差上げた方から鶴岡を理解してもらう
ことを念願いたします。

10月20日ロータリー例会の日に、4クラブ

2会議所の親善ソフトボール大会を催します

ので、皆さんから選手になっていただいたり

応援に出向ていただきたいと思います。
試合は9時にはじまります出場メンバーは

監督以下13名以上、登録料は5，000円、雨天
の場合は中止になりますが、懇親会は山王閑

で行います。会費は600円、天候不明のとき

も9時までに市営球場に集っていただき、や

るかやらないかな決めます。試合終了が4時

半の予定であります。この間クジ引きしまし

たらクジ運に恵まれて、当クラブと青年会議

所とあたりまして、9時から試合を開始いた
します。昨年と同じようにハンデーをいただ

きました。ハンデーは10であります。

選手のメン′し－、監督小池会長、主将五十

嵐伊市郎君、投手薮田君、捕手阿宗君、一塁

手富樫君、二塁手上野君、三塁手新穂君、遊

撃手笹原君、左翼手今野君、中堅手三井健君

右翼手小池君、補欠が佐藤忠君、張君、佐藤
昇君、五十嵐一郎君、五十嵐八郎君、三井賢
二君、高橋正太郎君、橋滞君、磨君、五十嵐

（伊）君、三浦君、海藤君の21名でありますっ
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自勢京子さんの紹介　　笹原桂一君

皆さん存じの通り、8月ですか世界一周を
475日かかって、男性2名と女性1名の3名

で達成したのです。女性がヨットで世界一周

したのほ始めてと思います。

自分の会社に白勢さんと同郷の方がおるの
で湯田川温泉に静養された際、家でお招きし

ましたところ、これは日報にも出ましたが、

面白い話であったので、本日まで滞在を1日

のばしていただき、本例会にお出でねがった

のであります。非常に苦労したお話し楽かっ

たお話し、又参考になるお話しなどあるので
ご静聴ねがいます。

ヨットで世界一周して　　自勢京子さん

日本は四海に囲まれておりますので、これ

から日本の少年少女が日本の海洋国の発展と

いうことに期待し、更に浅はかなことですが

欲と夢をもって1969年5月5日の子供の日に

出港しました。出港してから、異国で私達が
つきあってきました人々との関係というもの

を、お話ししていきたいと思います。

私達大体23ケ港に寄ってきました。そして

最初グアム島に行きました。そこには戦斗当

時日本の占領下にあったとき、上陸作戦をた
てて、4日日に上陸した米軍の人がいて、き

ずのあとが体のところどころに残っておった

人でしたが、日本軍は強い強いと云っていま
した。

戦斗は同と国との戦であるが、私達人間と
人間のつき合いとしては、別に友達であるか
ら皆に対しては何等の罪ももたないからと云
って、私達にいろんなものをもってきて下さ

ったり、万々案内して下さいました。その方
／　が一寸おっしゃったことで感心したことは、

［1分が4回日に上陸して、自分の周囲が殆ん

と戦死し仁1分達4人が残ったけれども、4人

の中の1名の戦友が、日本軍のうしろに向い

ていたそうです。そのとき友人がうしろ向き

になっていた口本の方をうとうとした。その

時自分は軍法会議にかけられてもいいという

決心で、日本人をうとうとした戦友を取り押

えたとのことであります。その友達も、心に

感じて軍法会議にかける手順をとらなかった
とのことでした。そういうこともきいて、人

と人との心のふれ合いということを感じてき

ました。

イ／ドネシアのバリ島それからチモウ島と

いうところに行ったのですが、このとき土着

の人人が、かって日本の占領時代に日本のや

りかたがよかったというておりました。それ

で土人の中にも佐藤とか名前を付けている人

がいるようです。土人の人々が、私達を囲ん
で日本の人だ日本の人だといって慎しがって

くれました。その中には日本語をベラベラし

ゃべる人もおりました。こういった人々は当

時日本語を教える学校に通っていたというこ

とです。そして今米国の委任統治を受けてい

るが出来ればもう一度日本を迎えたいと云っ

ておりました。それで海ゆかはとか、軍艦マ
ーチなどをラジオを通して日本の歌をうたっ

てくれるのでした。30才前後の人々は口々に

出来るなら日本の統治を受けたいと云って
おられました。また行ったとき日の丸をか

かげていったものだから、上陸を待って下

さいなどの感情的なこともあって、ヤップ島

には上陸出来なかったのですが、そういう風

にして皆が非常に日本を倹しがっておりまし

た。

それからインドネシアのバリ島に行きまし

て、それからクリスマス島に行き、それから

インド洋を経て、モーリへソサン（？）に行

きました。小さい島であればあるはど島を歩
いていると、島民は今日はとか、何かお買い

物に行くんですかという風に先方から声をか
けて下さいました。それで本当にロータリー

精神といいますか四つのテストが充されるよ

うで心と心のふれ合いを感じて参りました。

向うの方からは、いつもよくきてくれたとい

う歓迎の言葉をいただき、よく私達を招待し
てくれました。そして日本のことをよくきい

たり自分達のことをよく話してくれ、友情を

たかめて参りました。

それから南米に行きまずと、日本の移民の

方が沢山いらっしゃいます。この地方の方々

も、その地方地方によりましてロータリーク

ラブをもち、自分達が福祉運動として出来る
こと、それに小さい親切運動などやっており

ますが、小さい親切でも出来るものをやって
いこうと、ロータリー活動も仲々盛んなよう

に感じられまし、そうしてクラブとクラブの

縦横の連繋が密接に行っているようです。
私達もよくロータリークラブから招かれま

したが例会には出席出来なかったのです。し
かしわざわざローータリークラブの方がいらっ

しゃいまして、いろいろお話をおききいたし



ました。特に移民の方々のうち明治時代に生

れの方は、祖国日本ということが念頭から離

れないように見受けられました。そして日本

に生れてきてよかったとなつかしんでおられ

ました。それでヨットにかけてきた日の丸の

旗をみて、なみだぐみ自分にも青年時代があ
ったというなつかしさをかみしめているよう

でした。移民達は、こちらにくれは、その日

から大金持になるような錯覚にとらわれて海

を渡ったのですが、現実にはそうでなく、大

きな木を銀で切り開いて、コーヒー園などを

開墾してはじめて豊な生活をしておられるの
ですが、彼等が苦労された跡などは移民の人
々が全然持ってないように見取られました。

昔は苦しんだけれども、今は晴れやかな課を
して、なお向うの方は1日800gの肉を食べ

ると云っていますためか非常に若々しいので

す。考えることも若々しいが萌自体が若々し
いのです。それから向うの方は、どんな方で

も60才になると恩給手当がつくのです。それ
で年寄の方ものんびりと生活出来る訳です。

それでものんびりしただけでは若さがないと
いう訳です。それで向うの方々はいくら恩給

生活に入っても、自分なりの仕事をもちたい

と云っておりました。それで自分達で出来る

こと、たとえば私達のように外国に行って東

も西もわからぬような人をいろいろ世話して

くれたり、小学校のためとか精神薄弱の方に

対し自分たちの出来ることを皆さんでやって
おりました。

特にアルゼンチンの方ですが、83才の方が

恩給者であるが、日本移民といえども全部成
功者とは限らないので、仲には入院して余世
を寂しく活している人もあるので、それらの

方に毎日のようにお見舞に行ってくれるとか
ここのロータリークラブの方一人一人が、そ

れ以上のことは出来ないとしても、自力で出

来ることだけは、人に喜ばれるようにやりた
いとおっしゃっておりました。それにしても

祖国を離れて永くなるので寂しさというもの
はかくせぬように感じられました。

私達が、こういう風にして世界を廻ってき

たのですが中には泥棒をするものも居り、盗

むということは何とも思わぬようで、自分が

今なくて困っているので、欲しいのだから盗

むという風でした。彼等もクリスチャンであ

り、それで教会に行って盗んで悪うございま

したと、漸悦すれば許されるという単純な考

のようでした。日本人の方がいろんなものを

取られたがその取り方がなかなかうまいので

す。いつの問にやら男性の背広がなくなった

り、時計がなくなったりしておりました。そ

ういう風に泥棒は罪なのですが、また陽気な
のです。そして夕食が10時なんですが、それ

以後アルゼンチンであればタンゴの店とかそ

ういう催し物のある店が夜の10時から始まる
のです。

それが朝の5時6時まであるのですそれに

出て平気で朝の勤務に出るのです。ですから

性格のちがいかもしれませんが、大変タフで
した。

最後に一言云えることは、黒人と白人の差

別も非常にきびしいんですけれども、黒人で

あろうと、黄色人種であろうと、白人であろ

うと、人の心と心のふれ合いは、如何な人種
にもあるということを感じました。こちらで

彼奴と思えば向うでも目でわかると思うので

す。私達本当に真実心を込めてやりますと、
向うも理解してくれます。私達言葉がトコト
ンまでわからなくとも、人の誠意には人間の

何とも云えぬ美しきであって、ロータリーク

ラブに例えても同じことといえると思いま

す。私は最近まで日本の各地方にロータリー

クラブがあることを知らずにおりましたが、

あちらではロータリークラブやライオンズク

ラブが非常に発展しており友情を深めている
ようであります。

こういう地方に、こういう立派なロータリ
ークラブがあって、多数の会員が集って友情

を深めることは、大へんよいことで、これら

が集って世界の心は一つなりということを感

じられるのであります。ローークリークラブを

通じて、あらゆる人種の人々が心のふれ合い
を保つことを念願するものであります。

阜話が終ってから質疑応答の時間をもうけ
られました。

幹事報告

会報到着　鶴岡西RC、石巻東RC
村上RC、遊佐RC

例会変更案内
上ノ山RC lO月2日→9月30日（水）

PM4．30　よねや旅館
ビジター料値上げの案内
酒田RC、酒田東RC　400円～500円

10月第1例会目より
定例理事会10月6日11時より例会場にて
ロト一夕リー問答　20冊余分有り　希望者に
450円にて頒布する。
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊥5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialtoall

COnCerned？

や隔りを取り除こうも

出席報告

本日の出席　会員数　　　63名
出席数　　　47名
出席率　74・60％

欠　席　者　飯白君、五十嵐（三）君、伊藤君
加藤君、金野君、嶺岸君、三
井（徹）君、三浦君、中山君、
小野寺君、大川君、佐藤昇君
津田君、辻君、富樫君、薮田君

前回の出席　前回出席率　69，84％
修正出席数　　　50名
確定出席率　79．37％

メークアップ　阿宗君一新庄RC

小花君一余目RC
張君、五十嵐（一）君、金井君
磨君一鶴岡西RC

ビジター　原田行雄君、佐藤拡君
一鶴岡西RC

会員誕生　五十嵐三郎君、富樫良書君

奥様誕生　伊藤登志子様、金野佳代子様、
三浦明子様、斎藤伸子様、
佐藤登久子様、新穂俊子、
鈴木須美子様

9月100％出席者　40名

阿宗君、阿部（公）君、阿部裏君、安藤君、

張君、長谷川（悦）君、林君、早坂（源）君、
飲自若、池内君、石井君、石黒君、五十嵐
（三）君、阿十嵐（伊）君、五十嵐（一）君、五
十嵐（八）君、海東君、金井君、上林君、小
花君、小池君、今間君、嶺岸君、三井（徹）君
三井（賢）君、三井（健）君、大川君、斎藤
（得）君、佐藤（忠）君、鈴木（善）君、新穂君
笹原君、鈴木（弥）君、篠原君、谷口君、高
橋君、手塚林治君、上野君、鷲田君、磨君

会長報告
理事会で決ったこととお願いしたいことを

報告いたします。
ファイヤサイドミーテングを出来れば今月

中に開きたいと思います。これの中心になる
のは、ロータリーの情報担当で、鈴木善作委員
長をはじめ委員の方々で立案をねがいます。

新会員がふえておりますが、これらの方々
の中にはロータリーのことを、あまり詳しく

おわかりにならない方をいらっしゃるので、
そういう方々は是非出席していただきたいと
思います。それから各委員長の方々も出席し
ていただいて、年に幾回かの勉強をしていた
だいたらどうかと思います。

それでファイヤサイドミーテングを是非月

内に開くよう御立案をお願いしたいのであり
ます。
それから、温海ロータリークラブのチャー

ターナイトが11月15日（日）に開かれますが、

当クラブがスポンサークラブになっているの
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で、出来るだけチャーターナイトに参加して
いただきたいと思います。そのため理事会と
しては、バスを仕たてて大多数の方々の出席
を望みたいとの考えであります。
唯期間がまだありますので、パスの出発の

場所とか．出発時刻は、はっきりしたらご報
告申し上げます。

今日お手許におくはりしてありますロータ
リークラブ定款とロータリークラブ細則は、

今更定款細則というのはおかしいのですが、
これは改訳になっているのだそうです。ロー

タリー手帳にある定款細則と比べればわかり
ますが、手帳の日本語訳は読み若いのですが
今度のは多少わかりよくなっております。た
だし内容自体はそう変っておりません。しか
しアンダーラインの引いているところは幾分

変っておりますので、読み比べていただけば
わかると思います。

それから会員の推せんカード即ちお手許に
おくはりしてある黄色の紙についてですが、
新年度は何とかして5名の新会員をお迎えし
たいのです。職業分類は公開されているのは
活動計画書に記してありますが、公開された
職業分類を充娯することが一番必要ですから
その職業分炉でやっていただきたいのであり
ます。これは飽までも推せんで、本人の了解
を得るなどの必要はありません。推せんに先
程の黄色の敵を使って欲しいのであります。
理事会にこれを出していただけば結構です。
手続上のことは、ファイアサイドミーテン

グのときにお話しいたします。この13段階と
いうのは仲々難しいのですけれども、それを
出すのは、こういう方がいらっしゃるという
ことで、入っていただいたらどうだろうとい

う軽い気拝で出していただけば結構だと思い
ますので是非お願いいたします。
それから、4日の日に鶴岡朝場ライオンズ

クラブがチャーターいたしまして、ロータリ
ークラブから会長が出席させていただきまし

た。いろんな奉仕活動のクラブが鶴岡に出来
るということは、喜しいことと感じてきまし
た。

ただ、奉仕の方法その他多少私共のロータ
リークラブとはニュアンスがちがったところ

がありまして、私として可否を申し上げる必
要はないのですが、私見としてはロータリー
クラブに加入させていただいたことが有難か
ったというような感じがしました。

ライオンズのやっていることは、決して悪
いことではないけれども、我々ロータリーに

入って教育されたからかもしれませんが一寸
奇異な感じがいたしました。何れにしても、
地域社会にそういうクラブが出来るというこ
とは悪いことではありませんし、これから親

交を深めるようなことがあれば積極的に動い
てもいいことだと思います。

それから、青い鳥の音楽会の入場券が余っ
ております。もう一度回しますのでよろしく
ねがいます。

今日のスケジュールは、阿部賽先生から南
校で行われた、田川地区英語弁論大会の模様
を一寸おきかせしていただきたいと思います
次に小花先生から、米国に行っている石黒

敏明君の近況についての報告があります。
時間がありましたら、温海のチャーターナ

イトに、出来るだけ当クラブの会員から参加
していただく都合もあって、石黒先生から温
海のチャーターナイトの模様などお話しいた
だけば結構と存じます。

親睦委員会の報告　　五十嵐伊市郎君
10月24日酒田2クラブ、鶴岡2クラブのゴ

ルフのコンペをやりたいと思います。11時ス

タートで、コンペ費千円です。未だ予定の段

階でありますがお報せします。

田川地区英論弁論会概況報告　　阿部　案君
9月20日南校で田川地区の英語弁論大会が

ありました。高校の部と中学校の部とありま
したが、会長に代り出席しました。9時頃か
ら始まり2時半頃に終りましたが、終ってか
ら審査がありまして5位まで夫々順位をつけ
ました。1位と2位にはロータリークラブか

ら、副賞としてカップと楯を差上げることに
なっておりました。高校は1位2位とも南校
の生徒でありました。1位の方は女子生徒で
学生運動があったりなどして、自分達が落ち
ついてゆっくり勉強されないで困っていると
いうような内容でした。中学の方は鶴岡二中
の生徒が1位、藤島中学生が2位でした。
そこで夫々の1位にカップを2位には楯を

差上げたのであります。
各学校の方には、以前からロータリークラ

ブで上げてあります優勝カップ、これは代る

代る優勝校にずーっと廻るようなカップでし
た。

この度差上げたカップは個人に差上げるカ
ップでした。
英論弁論大会の会長は、両校の難波先生で

したが、他の先生方も大変喜んでおられて、
ロータリークラブの会長以下にお礼の言葉の

伝達なたのまれました。
もらった生徒も非常に喜んでおりました。

余り漠然としておりますが以上ご報告いたし
ます。

交換学生石黒敏明君の近況について　小花君
3回位前と思いますが、幹事さんの方から

アメリカのテへンのロータリークラブのバー
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ナーがおくられてきたのを紹介していただき
ましたが、そこに行っており、このクラブが
スポンサーになっておりましたロータリーフ

ェローの石黒敏明君から、第一報が入りまし
たのでお報せします。
拝啓皆さんお元気ですか。私は無事目的地

のオハイオ州ティフソに17日に着きました。

日本を離れてもう2ケ月にもなろうとしてい
ますが、その間小花先生に手紙を書くことが
できなくて、たいへん申し訳なく思っていま

す。
始めに、初めてのティフソでのロータリー

クラブのミーテングについてご報告いたしま

す。
私のカウンセラーでいらっしゃるヘッセン

氏が19日の例会に、私を連れていって下さい
ました。そこで鶴岡ロータリークラブのバナ
ーをプレゼントしました。ティフンのバナー

はその場で受けとることができませんでした
が、セクレタリーの人が、直接上野三郎様に
送ったことを報らせて下さいました。もう受
取った時期と思いますがいかがでしょうか。

もう一つのアメリカでの例会の経験はロス
アンゼルスで英語学校に行っていたとき、ド
ーナン氏（仙台の宣教師）に紹介されました

クーツ牧師（彼もロータリーアンでした）に

例会に連れていってもらいました。そのとき
は会場でバナーを交換しました。ですから今
手許にもっています。このバナーは、日本に
帰ってから皆さんにお見せしたいと思います
それから、そのときにプロライドカメラでと
ってもらった写真がありますので、同封いた
します。中央の女性は352区の奨学生で東北
学院大学卒の今野真澄さんといいます。右側
の人がロスアンゼルスのアーケイディアとい

う地区の会長さんです。皆さんに元気にやっ
ていることをお見せ下さい。

次に簡単に私の旅行の経過を説明します。
6月29日に羽田を発ち、その日の朝ハワイに
到着しました。これがアメリカへの最初のス
テップでした。エアポートでの初めのアメリ

カ人に「アメリカ英語を話すね！」といわれ

少しいい気特になったのですが、荷物を受け
取るところで、たいへんなことに2ケ目のバ

ックが見つかりません。それで日本人のよう
な顔をした係の人に、日本語で「私のバック
が見つからないのですが」といったのですが

彼は「日本語はわかりません」と英語で応え
てくれました。少しあわてた私は、英語で言
いなおしてやっとわかってもらいました。こ

れが第一番目の驚きでした。ハワイでは日本
人の顔をしていても、日本語は理解出来ない
ということです。
ハワイには3日間滞在して、7月1日に、

ロスアンゼルスに向いました。

ロスアンゼルスでは前に書いたクーツ牧師

に、エアポートまで出迎えてもらい、なんの

困難もありませんでした。彼の家に3日間泊
めてもらい、いよいよ英語学校に行きました
最初の目に筆記試験と口頭試験がありまし

たが、中学か高校ぐらいの程度の問題でした
ので最高のレベル7に私のクラスは決められ

ました。そのクラスは、レベル6を終えた人
のみが参加出来るクラスでしたが、先生が特
別にレベル7と決めたのでした。初の試験が
簡単でしたので、最高のクラスでも楽な授業
かと思っていたら、なんと学院の授業よりも
むずかしいのではないかと思われるほどでし
た。

1校時はとてもひどいラボラトリーで、テ
ープを聞き、2校時にはそれについてのレポ
ートを書かされました。ですからよくよく注

意深く聞いていないとなにも書けないという
ことになります。ひどいことに1校時という

のが午前8時ですから、眠くて眠くてたいへ
んでした。3校時には英語を読む練習、4校
時には宿題のエッセイについてディスカッシ
ョンをしました。時々単語のテストなどもあ
りました。特に宿題は毎日で大変でした0た
すかったことには、学校が午前中だけで、午
後はのんびりできたことです。

私は学院の勉強のおかげで、英語に関して
は、ほどんど困難を感じませんでしたし、毎
日楽しく過しています。
352地区からの今野さんは、ロスアソゼル

スに着いた日にひどくホームシックになり、

なぐさめるに苦労しました。彼女は、私の先
輩で、3年間同じクラスでつきあってきたの
に、彼女にこんな面があるとは知りませんで
した。それでも彼女も2、3週間もすると、
もう慣れてきました。

8月14日には無事終了試験もバスし、終了
証を受けとりました。ELS語学々校の最高
クラスを卒業できて、ほこりに思っています。

8月30日からは、本番の大学のオリエンテ
ーションが始まります。ここでもいろいろ学

んでいきたいと思います。
私は良いロータリーのカウソセラーを選ん

でもらい、たいへん感謝しております。
またそれ以上に、今回の奨学金を鶴岡ロー

タリーを通じて受けることができましたこと
は、何よりも光栄に思っております。鶴岡ロ
ータリーとティフンロータリーの親善の橋に

なることが出来ますよう、また′、イデルベル
ク大学で良い成績をおさめることができるよ
う努力したいと思います。
皆さんにくれぐれもよろしくお伝え下さい

敬　具



小花盛雄椋
石　黒　敏　明

温海クラブのチャーターナイトについて

石黒慶之助君

私の頭は、目下温海ロータリークラブのチ
ャーターナイトで一杯であります。というの
は、28名の会員にやっと2名の新会員がチャ
ーターナイトの前に拡大しそうで、30名をも

ってチャーターナイトが出来ることになりま

した。現在チャーターに対する申込者は68名
しかないのです。末だご返事をいただかない
方が沢山ございますので、その数字は大きく
なると思います。遠いところでは東京の板橋
とか、京都の附近ですとか、この353区以外
からも5、6名位の申込があります。そのよ
うなことで、ますますふえると思います。
一番困るのは、チャーターナイトに250名

以上参加出来れば赤字でなくなりますが、そ
れ以下だと赤字になることであります。

創立ならないクラブとしては、財政がすこ
ぶる困難でありまして、本クラブからもお祝
金を予算に組んでいただいて、向こうでもた
いへん恐縮に思っているようであります。何
としても参加者が少いとなりますと温海とし
ても非常に苦労だということです。その状況
をみまして会員に、特別会費の割当というこ
とがいくかもしれません。白鷹のチャーター
でも300人位集ったそうですし、会津若松で
も300人以上集ったとのことで、最近の参加
人員は非常に多いということで、温海のチャ
ーターも必ず250名はおいでいただくと思っ

ております。それでも目下会長幹事が頭を悩
めているところであります。も一つチャータ
ーで苦しんだことは、遊佐のチャーターのと

きには、会員と夫人が一緒になって名前を呼
ばれますと、双方で演壇に上ってお辞儀をし
た訳です。あれをみまして温海の会員が家に
帰って夫人に話したら、そんな会ならとても
私は出られないということで奥さんから非常
な反発を受けて、チャーターナイトに主人と
一緒に紹待受けることは、どうかかんべんし

てくれと云われました。その代り夫人の代り
にお婆さんとか娘さんが出ることを温海クラ
ブでも納得されまして全会員の御家族が参加
する予定であります。これには当クラブの奥
さんの出席状況なども伝えて、温海の家族の
方からも出ていただくことになり、しかも接
待、歓迎の方に活躍なさるということが昨日
の例会で決りました。できれば当クラブから
も夫人同伴で出ていただけば、向うでも大変
有難いことと思われます。

どうも特別代表が非力で、皆さんの期待に
添えるチャーターまでもって行けるかどうか

不安でありますが、地元では真けんにこの問
題にとりくんでいるので、必ずや皆さんのご
期待に添えるものと内心思っております。
、前回も申し上げましたとおり、1時からは
じまり1時間位の式典を行いまして、そのあ
と1時間位を山戸の能やら、会員家族の琴
曲やら、きれいどころの民謡の踊やらそのよ
うなものを用意して、なごやかな雰囲気をも
り上げようとしております。他にいろんな催
しも考えたが天候の事情もあって、このよう
な催を行うことになりました。それで万国屋
で会場を式場と懇親会場と別々にしまして、
その間ご退屈をなきらないようなことを考え
ておりますので、どうぞスポンサークラブで
は多数の会員から出席していただき温海クラ
ブを激励していただきたいと思います。何せ
温海は353区の中でも一番の新潟県寄りでも
あり、353区以外の新潟方面に手を差しのべ
ることも出来ないので、皆こちらの方に差の
べるような仕儀となり、心細く思っている会

員も相当おりますので、重ねて申し上げます
が激励の意味からも多数の会員の参加をいた
だけば有難いことと思います。よろしくご協
力ねがいます。

スマイル

松文産業囲櫛引工場竣工のため
同社会長　　　崇網末松君
設計者　　　新穂光一郎君
主体工事施工者　富樫良書君
電気工事施工者　池内万平君

幹事報告

会報到着
尾花RC、石巻RC、天童RC

例会時間変更
東京RCl0月29日（木）

PM5．00に変更

（創立20周年記念行事のため）
前年度活動報告書未提出のところは速かに
提出すること。
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊥5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficial to al】

COnCerned？

も隔りを振り除こうも

出席報告

本日の出席　会員数　　63名

出席数　　　37名

出席率　58・73％

欠　席　者　阿宗君、荒明君、長谷川（文）君
長谷川（悦）君、早坂（徳）君、
石井君、石黒君、五十嵐（三）君
五十嵐（一）君、伊藤（貞）君、

粕川君、金井君、加藤君、金

野君、三井（徹）君、三井（賢）君
小野寺君、大川君、斎藤（信）君
鈴木（善）君、新穂君、笹原君

高橋君、辻君、富樫君、薮田君

前回の出席　前回出席率　74・60％

ノr＿－√修正出席数　　53名
，1確定出席率　84・13％

メークアップ　五十嵐（三）君、伊藤（貞）君、

嶺岸君、三井（徹）君、中山君

富樫君一鶴岡西RC

ビジター　原田行雄君一鶴岡西RC

土田高之垂君一村上RC

飛騨高山に旅行して　　上林一郎君

皆さんのテーブルの前にある木の葉で包ん
だものを賞味いただきたいと思います。それ
は、金沢に商用で参り、会合の解散の日に、
遇然飛騨の高山でお祭があることをきき、汽
車で参った折におみやげとして大変お世話に
なった方からいただいてきたものでありま
す。

とにかくついてみて驚いたことは、岐阜、

名古屋、大阪はもとより富山、金沢あちらこ
ちらの見物客が、3つも4つも前の駅から続

いて道路が一杯にうまっていたことです。私

がついたときは午後の4時過ぎでして、雨に

逢い駅についたとたんには大混乱でした。駅

前に行ったら商工会議所などの案内係が出て
おりましたので、そこに行ったが、民泊の宿

屋ですら一年前から予約ずみで、切羽つまっ
てしまいました。たまたま胸につけていたロ
ータリーのバッヂをみた係の方が、近所にロ

ータリアンでえらい方がおるのでお出でなら

れたらとのアドバイスをうけ、パンフレット

に道順を書いていただいて、そちらを訪ねた

わけです。そのうちは、医師の宇野英太郎さ

んという家でした。外科の方をやっている方

でガバナーだそうです。そこの家に参りまし

たら先生は岐阜で年次大会があり、そこに出

会
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席巾とのことで留守でありましたが、奥さん
がここらあたりの宿泊場所をくまなく当って

呉れましたが全然入る余地がなかったのであ
ります。

奥さんは、主人は居りませんが、ロータリ
アンですから是非家に泊って下さいといわれ

全く渡りに舟で、ロータリーのお蔭で1泊叶

い、そこの家の若先生から街の中を案内して

いただきました。

先程申し上げたテーブルの上にある木の葉
で包んだ味噌はそこの名物で、各家庭で手前

味噌とでも申しますか自慢のものだそうで、

それを朴葉でくるみ、お客の前で炭火で焼い
てお茶漬によし、その儀食べるというもので

す。焼き方がよいと香といい、味といい大変

結構なものでした。

宇野家からは大へん親切に家族ぐるみの歓

待を受けましたが、これ偏にロータリアンな

るがためで全く有難き極でした。

私は旅に出て余り物を買ったことがないの
ですが、今おみせするようなものを買って参

りましたのでお廻しします。（一刀彫、雷の

実の瓶づめ、囁燭たてなど）
飛騨の高山について、宇野家の若主人が云

うには、宮川という川を境として昔からの高

山となにがしというところが合併して5万5

千の市になったとのことです。

昔の通りの街巾が3問位、両側が出格子で
しかも全然手を加えない臥徳川時代の町家
その儀で皆生活しているので、それに祭の中

最だったので異様ないきふきを感じられまし
た。軒先の出格子が繊細なつくりでつづき、

低い2階建ての家がならんでおりました。家
の前に大きい切り石でつくられた側溝があり

水がさらさらといい音色で流れで陪調探いも
のがありました。街では朝起きるとその水で

清掃するのだそうです。そのため大へんきれ
いになっておりました。恰度お祭でしたので

祭の際は家々特有のスダレを下げるのだそう
です。それがまた白のスダレあり、定紋あり

節があり、そこの家そこの家の粋をこらした

飾があり、それに高張提灯は皆同じ大きさに
定紋をつけてならび、その上に唐傘をさしま
して全くすぼらしい江戸時代の情調が連綿と

しておりました。その上武家邸とか合掌つく

りとか、江戸時代の庶民の生活が溢れてみら
れていたことに嬉しさを感じてまいりまし

た。両替をしたところとその隣に造り酒屋が

軒をならべ公開されておりましたので巾に入

りますと、まるで近松門左工門の浄瑠璃が聴

えてくるような、すなわちおさん茂右兵門の

場面が出てくるような、或は池地獄の陰残な

場面、また長い裾をひいた内儀さんが出てく
るような、非常にこった感じをその儀保存さ

れ、また櫛、芹の類が全部備っており、私は

本当に面白いことだと思って参りました。

それから火事など発生した場合にはその堰

をとめたうえに、その両側の水を使うとのこ

と。また街の裏側が土蔵造りになっておりま

すが、それが防火壁になっているとのことで
した絢腰豪華な大名などの生活を、あるいは

その建築をみるより私は私達の祖先が生活し
た表面は虐げられておりながら、その中に裕

福でしかも実力は一杯にあった町民の生活を
私の胸に刻みこまれ、こんな楽しい見物はか
ってなかったと思います。

宇野さんの家族が絵をかく方で私を八畳と
六畳の粋をこらした座敷に通しまして、そこ

に休ませていただいたのですが、表面は質素

ですが、大工の細工が素暗しく、この辺では

仲々見られぬつくりでした。

宇野さんから大変お世話になって参りまし
たので会長さんからいいアイデアをいただく

と同時に、こちらの方から何らかの志をして

いただいたらどうかと思っております。
ロ【クリアンなるがゆえに、一介の市井人

が未知の高山でこのようなもてなしを受けた
のは、この会のお蔭と思い、一言ご報告を兼

ねてご披露いたします。

飛騨高山に旅をして　　小花盛雄君

高山の話が出たので、一寸続けさせていた
だきます。

このクラブにもお見えになりました森彰と

いう万、高山の古いロータリアンであります

が、税務署の前の署長の奥さんのお父さんで

関西に旅行の途すがら今一度高山を通って見
ようと思って寄ったのがお祭の日でした。

森さんは高山ロータリークラブで創立から

5年間幹事をやり、7年目に会長をやり、今

あのクラブは15、16年間になっており非常に

熱心なクラブの要職にありました。

先程の話にもあったように、バッヂをみた

だけで自宅にお連れし心からのおもてなしを

する位の、家族まで徹氏したロータリアンの



気拝が届いているところで大へん感銘深くお

伺いいたしました。

森さんはあの町の教育委員長もされて、蒼
々を案内してくれるにもそういう観点から、

いろいろ話をいただきました。つきまして、

最初にみせてくれたのは宮川という川に7、

8本橋がかかっておりますが、その橋の欄干

から下をみましたところ、そこは淵になって

少し深くなっておりますが、1尺5寸か2尺

位の緋鯉とか黄色い鯉が、一つの橋毎に百匹

位泳いでいるのであります。鯉がここが一番
いいところだと知って皆橋の橋脚に集ってい

るのだそうです。というのは、橋の上から鯉

を愛する町の人達が萩を投げておりこれをた
べに沢山集っているのですが、上の橋を指さ

しあすこにも人が一杯集っておりそこにもま

た何れの橋の下にも鯉が一杯集っているので

あるとのことでした。その数は何千を下らな
いとおもいますがその位鯉がすみついている

のであります。私共も内川をきれいにしよう

ということで心をくだいているのであり、か

って前市長が鯉や金魚をほなしたり泳げる川

にしたいと云っていた時代もあったようです

が仲々そういかないのであります。

それでどうして宮川がこんなにきれいなの
でしょうかと伺いましたところ、皆がきれい

にしようという気拝があり、また毎年有志の

万々が大きい鯉を放流していることもあって

鯉も豊富なんだそうです。それが又子供達の
情操教育に非常に役立っているとのことでし
た。

先程のお話で満の水で毎日街をきれいにす
るというお話がありましたが、成程とうなず

けます。
それから教育の話になって、ここに高校が

し、くらあるかおききしましたら4校か5校あ

るとのことです。それでヤングパワーがどう

なっているかきいたが、けげんな蕨をしてい

るので先生と生徒のギャップで難しいことは

ありませんかとききましたところ、この町に

は日教組がないとのことでした。

私が思うにこの町は代々お父さんが教育者
であり、そしてその子供が教育者になる。そ
の又子供が教育者になるという具合で、一つ

の一貫した考えで教育が貫かれている。そう

いう先生が全部とは言えないまでも大部分を

占めているので、日教組が入り込む余地がな
いと思います。そう教育委員長さんが嬉しげ

にまた誇らしげに話されたので私も驚きまし

た。

それから街を案内しながらお話されたこと
は、ここの街は表通は皆門をいたしますが、

裏通りは施錠しないとのことです。これもこ
の街の特長と言えましょうと云っておりまし

た。

帰るときに飛騨の版画集をプレゼントして

くれました。みましたら1つの中学に熱心な

先生が居られて、先生が指導して版画教育8

年の歩みというのを画集にして出したのです

が、これは印刷ではなく生徒が一枚一枚すっ

て製本したので、1万円もするんじゃないか

と思います。勿論非売品ですが。

森さんが15年か16年前幹事をしておる時代
に、あの山の中で国際奉仕をどうしたらよい

かとなやんだそうで、そのころから発足して

いた版画を使おうということになって、各50

枚位のグループを30かそこら世界中のP・－タ

リーに配ったのだそうです。これが非常に大

きい反響があって、アメリカやヨーロッパの

クラブと交流が出来たということで、山中に

ある一つの国際奉仕のいい資料だと思って有

難く頂戴してきました。
恰度税務署の前の署長の中島さん御夫妻も

彼の同僚岐阜の税務署長を連れて祭をみにき
ておりまして、鶴岡を慎しがり、東京に帰っ

てからも半年位の問毎日鶴岡の言葉が出ない
ことがなかった程だったとのことでした。ま

た森さん御夫妻も自動車で鶴岡まできたので

すが、鶴岡、温海で過した印象が忘れられな
い。温海で食べた魚のうまさほ忘れても咽が

忘れないという位喜んでおりました。

また帰りましたら当クラブの皆さんにくれ

ぐれもよろしく伝えてくれとのことでござい

ました。

10周年記念誌の配布先について　嶺岸光害君

10周年記念誌の配布先の選定について、私

と石黒先生がおおせつかったのでありますが

その選定経緯について発表いたします。全部

で300冊印刷したのでありますが、現会員に
65部、物故会員の遺族の方に8部、元会員の

方に34部、ガバナーバストガバナーに13部、

第353地区全ロータリークラブに81部、地域

社会における団体即ち荘内日報社とか鶴岡商
工会議所などに12部、合計213部頒布しまし



た。、残数が沢山ありますので会員の方で特に

関係があって贈呈したい方がありましたら事

務局に御連絡ねがいます。また若干はこれか
らの新入会員に配布したいと考えておりま

す。なお佐藤伊和治さんから佐藤龍治さんに
1冊注文がありました。それでも残数があり

ますので事務局までどうぞ。

ゲスト　池野先生のご綺介　安藤足助君

池野先生の大まかなお人柄とか、御奉仕の
心などよく存じ上げ敬意を表しておったので

ありますが、例会の前に是非お訪ねして、い
ろいろそういったことを先生にお尋ねして、

その上皆さんにご紹介申し上げようと思って

おったのですが、何しろ多忙のため今日もや
っとのことでお迎えしたようなことで、意を

尽せぬかもしれませぬが御寛容ねがいます。

私から申し上げるまでもなく先生は内科小
児科の医師として仁術を尽しておられるので

ありますが、それと同時に動物に対して非常
な愛護心をもっていらっしゃる方でありま

す。
そのため鶴岡市の表彰条例が決りました第

1回の表彰を受けられたのであります。即ち

動物愛護を通じて社会福祉に貢献されたため
と伺っております。爾来新聞でご存じと患い

ますが、毎年かかさずに市に対し多額のご寄

附を上げて福祉に役立てていらっしゃる方で
あります。また毎年東京から専門の先生をお
よびになり野良犬野良猫の去勢を実施して、
これらのみじめな末路を防止するに役立てて
いられるのであります。

それで本日は先生から動物愛護について暖
いお心のうちなどおきかせいただけば幸いと

思っております。

なお先生は印度の政審会の会員もなされて
おり、国際にも奉仕の行為をなさっているよ

うに承りました。

以上簡単に先生のご紹介をいたします。

動物愛護などについて　　池野勇先生

私が動物に関心をもったということは、格

別難しいようなお話ではないのであります。
シアセルサンの生命の池というような深遠

な意義をもっていたのではないのでありま

す。

一口に申しますと動物に対する隊憫の情と

でも申しましょうか、そういうものが直感と

して心を動かしたのであります。勿論理由も

ありますが小さいときから動物はあまりきら
いでなかった気憶が残っているのでありま

す。
こちらにお世話になったのが昭和24年の10

月でした。その頃は元気でしたから往診も歩
いて行いました。その折時々犬に出くわした

のであります。氷雨の降る11月頃とか12月頃

雨にぬれながら、巷でェサをあきるという姿

です。塵箱の蓋を払いのけてェサをあきる野

良犬があちらに1頭こちらに1頭とおりまし

た。実はそのとき犬に首輪がついているのを

みて実はほっとしたのであります。何故かと
いうとこれは飼主がおるんだということが浮

んだからです。今は飼犬条例などというもの

がもうけられているので、野放の犬は余りみ

られませんですけれども、当時は野良犬も多

うございました。そこで思いつきましたのは

何年前か忘れましたが、野犬というようなも
のを巷からなるべくなくしようというのが発

端でありまして、そうするにはやはり去勢手

術をするより方法がないと、それには私は獣

医でも外科医でもないので私自身は出来ない
のです。そこでここの獣医さんにおねがいし

たところ快く引き受けて下さいました。そし

て当時は1ケ月おきぐらいに行い半年つづけ

ました。ところが困ったことに種々の苦情が

出てきたのであります。それはこれらの手術
した犬が発情して困るとか妊娠して困ったと

かのことでした。これは仲々うまく行かぬも

のだと考えて一時中断したことがありまし

た。

そうしているうちに、当時の松木市長さん

から電話があり、この度池野先生の動物愛護
のご活動について今度動物愛護協会から表彰

されることになり記念品など沢山市役所に届
いているのでお出で請うとの用件でありまし

た。そのとき動物愛護協会があることを初め
て知り、市長さんといろいろ話をいたしまし

た。動物愛護協会と言うのは財団法人であり

理事長をしている万がこの地の出身の諸藩広

吉さんでした。この方は今は亡くなりまし
た。

そこでそういうところにおねがいしたなら

ば、正しい処置で犬の飼主から信頼を得られ

る去勢の方法を得られるでないかと考え、そ



のことを協会に照会しましたら、大へん満足

の行く承諾を得られました。それで春秋2回

2日間の間にやることになりました。しかし

今までお世話になった獣医さんの好意を無視
してはいけないと思って、言いづらいことで

したが事情を申し上げました。そして獣医師

会のお名前はここを拝借したいことを申し添

えましたところ、感情的に面白くない面もあ
ってか拒否されたのであります。そして空し

く引き上げたのであります。
たまたま稲生町に公民館のようなコンクリ

ート広場のようなところがあったので、そこ

でやって行くことにしました。ここで2年か

ら3年間去勢手術をやったのであります。向

う様は和田さんでありますが、たいへんなお

力添をいただきました。それにしても和田さ
んの家をいつまでも借用するのほ心苦しいと

思い、その後即ち7年か8年前に自宅の一隅
に手術室をつくりそこで去勢手術を行うよう

にしております。

勿論手術処置料の分担は私も行っておりま
すが、動物愛護協会でも非常な犠牲を払って
おられると思うのであります。幸にも漸次市
の周辺の皆様の御理解をいただくことになり

昨今ではとても応じ切れないような状態であ

ります。今年も9月4日、5日の2日間に25

頭の手術を行いました。その後も続々と参り

ましたが2日間の期限でしたのでこれ以上お

願いすることが出来ず5頭ばかり来年の4月
に残ることになりました。

大体やってきた仕事といえば以上のような

ものです。他には特に高邁なものではなく、
一般の方と同じような燐憫の情に動かされて

今いったようなことを行ってきたのですが、

私はつくづく動物のあわれさというか悲しさ

というか、またその2つをミックスしたよう

なセンスを日々経験しているのであります。

この間も家の飼猫が蟻蝉をくわえてまいり

しかもその腹を破ったのであります。それで

も蟻臍は動いているのです。それから猫をた
たきつけてロから歴蝉を離させましたところ

播蝉は一番身の安全な縁の下に逃げ込んだの
であります。

それから枇杷を植えたら1尺2、3寸の大

きさになり、その植木鉢を日向に持ってきた
のであります。そうしたら葉と殆ど同じ大き

さの蜘妹の小さいのが降りてきて、一寸目を

そらしているうちにどこかに行ってしまい見

えなくなりました。そこで考えてみたことは

蜘妹に大脳がある訳でなし、これは本能にも

とずく動作で生命は軽視すべきでないとつく
づく感じたのであります。

今現在の状態では、人間は地上の勝利者だ
といっても、誰しも異存はないことと思いま

す。あらゆるものが人間本意に淘汰されます
し、そういう風で人間は強いもので力があり

知恵があってすぐれているもので、他の動物
の足許にも寄り付けないものであります。

そうだからとて、弱い動物を訳なく生命を

奪うことはいけないことであって、そういう

風な心を持ちつづけるのは戦争が絶えないこ
とに通じるものがあり、今なお、どこかで戦

斗を繰返しているようなことに連るのでない
かと思うのであります。

そういう意味から弱いもの苛めをしないこ

と、そこで小さいときから動物愛護の精神を

養っておくことが人類社会というものはもっ

と本当の幸福をつかむに役立つものと思うの
であります。

他にも犬猫の哀話などの幾多のことを知っ
ておりますが、動物のお話はこれで終りとい
たします。

それから先程上林さんと、小花さんからお

話のあった飛騨の高山について私は未知のと
ころでありますが、ここに憧憬の念をもって

いるのであります。それはある紀行家が言う

には、日本では、今は武家時代の生活情緒が

失われてしまったのですが、未だ3つの城下

町に昔を偲ぶ面影が残っているといわれてお
ります。そこは山口県の荻、高山、それに羽

後の角館であります。
そういったことで、高山のお話を大へん面

白く拝聴しました。

安藤定助君から、今の池野先生のスピーチ
は動物愛護週間にお伺するつもりでおりまし
たが、諸般の都合で今日に至ったとの附言が

あった。

バナーなどについて　　張　紹淵君

クリスマスカードを送付する作業を一昨日

からやりはじめました。それは飛行便で送る
と金がかかるので、2ケ月前に送るために早
めたのであります。

次に外国のバナーがどの位あるかというと



昨日の調べですが、マイアミビーチ

独得のものを含めた外国のバナーZ

ます。またクラブ独特クー

が、129あります。r／オ国内の
ゝ－■で‾【～一一

全部入禿る七269

あることになります。

小池会長さんからこのようなクリスマスカ
ードの寄贈をいただき、クラブ全員と会長の

名前で、交換したバナーのところに贈ろうと

思っております。例年の通りでありますが一

寸ご報告いたします。
なおバナーで整理したものには、バナーの

隅に済の印を捺してあります。済印のないの
は未整理のものであります。昨日全部アイロ

ン掛けしたので大切にして下さるようお願い

します。

それからバナーをいただいたらどこのバナ
ーかたしかめるためにカラーフィルムと白黒

のフイルムまたスライドにおさめて整理し、

かつ、アルファベット順に簿冊を設て銘記し

ております。バナーをいただいたら整理処理

洩れのないよう留意したいと存じます。

幹事報告

会報到着
温海RC、白鷹RC、石巻束RC、

東京RC

東京RC　50年小史　TheTokyo
Rotauan No．97

例会場変更

最上RC　相月14日（水）pMO．30～

瀬見温泉川原

（家族いも煮会）
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊥5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1・真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficial to al］

concerned？

こ隔りを取り除こうミ

出席報告
本日の出席　会員数　　63名

出席数　　　43名
出席率　68．25％

欠　席　者　荒明君、安藤君、長谷川（文）君
長谷川（悦）君、早坂（徳）君、
林君、橋浦君、平田（圭）君、
池内君、石井君、加藤君、栗
谷君、三浦君、三井（賢）君、
中山君、斎藤（得）君、斎藤
（信）君、佐藤（昇）君、笹原君
薮田君

前回の出席　前回出席率　58．73％
修正出席数　　　49名
確定出席率　77．78％

メークアップ　阿宗君一新庄RC

石黒君、新穂君一温海RC
富樫君、高橋君、鈴木（善）君
三井（賢）君、三井（徹）君、金
野君、金井君、五十嵐（三）君
五十嵐（一）君一鶴岡西RC

ビジター　五十嵐正雄君、原田行雄君、
五十嵐単三君、帯谷義雄君、
以上鶴岡西RC

スマイル　石黒慶之助君

歯科医師会発足65年行事として、また国民
健康保険の功績者として表彰を受けたため

会長報告
今日9時から行われた鶴岡ローークリークラ

ブ、鶴岡ライオンズクラブ、鶴岡青年会議所
鶴岡商工会議所青年委員会等の親善ソフト大
会に私も出て参りました。私が監督というこ
とで出て参りましたが、善戦空しく13対12で

敗れてしまいました。
来年5月にシドニーで開催される世界大会

に参加する方のうちで、穴沢養一バストガバ
ナーを団長とする国際親善旅行団に加わって
参加される方がいらっしゃれば、10月末日ま
でに回答しなければならないのでお申込みね
がし・ます。これは団長と太平洋観光KKとの
特約で行うので普通の旅行業者との計画とは
関係ありません。

五十嵐伊市郎君

酒田と鶴岡の親睦コンペを24日に行います
ので、参加希望の方は今日事務局にお申し込
みねがいます。スタートは11時からです。
今日のソフト大会の親睦懇親会を午後6時

から美人餅屋で行います。会費は600円であ
ります。多数の参加を望みます。

ユースホステルの意義と
ユースホステルの設立経過と現況

日本ユースホステル協会常任理事
小野里　賢　一　氏

本日鶴岡ロータリークラブの例会にゲスト
としてお招きを受けましたことを光栄とし感

一
会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



謝いたします。
本日当地方に参りましたのは、三瀬にユー

スホステルをつくるべく地鎮祭を行うためで

あります。そしたら今日鶴岡ロータリークラ
ブで例会があるので出るようにとのおよびか
けがあり、この点鶴岡市民の方々が青少年の
育成について関心があり、また熱意がたかい
と私共深く敬服するところであります。

この鶴岡のユースホステルは、市と県の誘

致要望に応えまして、昨年現地調査を行い本
日施工することになりましたが、この建物に
ついてはここにも設計の写真ならびに、本設

計を担当しました明治大学講師小川淳氏がみ
えておりますので、この建物のイメージと何
故このような建物にしたかについて、また設
計上の苦心については後程話していただきた
いと思っております。

ユースホステルという言葉は、皆様ご存知

の方々が多数おありと存じます。しかし鶴岡
ユースホステルが建設される過程において、

更に市民の皆様からユースホステルが身近に
感じていただけるではないかと思うのであり
ます。
ユースホステルは日本においてほ未だ歴史

が浅いのであります。恰度10月16日で19周年
になり、来年20周年日に入ろうとするときに

あたります。日本におけるユースホステル運

動は、私共の横山理事長を中心とし日本にお
いてほ青少年団体の青少年活動から出発した
のであります。そしてヨーロッパのユースホ

ステルの形態とは臭っております。これは何

故かと言いますと青少年団の運動とかジュニ
アチェンバー青年会議所の運動というものを
おこしまして、それが青少年運動としてのユ
ースホステル活動を、日本において展開して

行こうということになったからで、基本的に
はドイツやヨ一一一コツパ諸国のユースホステル

の運動の現況とは多少異っております。しか
し精神そのものにおいては、何等変るものは
ありません。それは何故日本のユースホステ
ル運動というものが、そのような形態をたど
ってきたかということでありますが、これは

日本の敗戦後日本の荒廃ということから、日
本の地域青年団や地域青年会というような地
域青年運動というものがおこって参ったので
すが、その中でどうしても地域から離れて行
く人達、この人達をどうしたらいいかという
ことが出発点であります。そこでジュニアチ
ェンバーの運動がおこり、そしてまたユース
ホステル運動というものがおきてきたのであ

ります。そしてその時の経済環境というもの
は皆様充分御承知のように、日本の国力は今
の経済力のようなものがなかったのです。そ

れでユースホステル運動、これはアメリカか

ら学んだのですが、ロックへエラー3世が当

時アメリカの会長で、日本においてはジャパ
ンユースホステルこれ日本の青年会、これの

事務局長が当時横山でありました。それが日
本の青年団の代表としてアメリカに招かれた
のであります。
たまたまロックへェラー会長と名刺を交換

しましたところ、ジャパンユースホステルと

日本青年会直訳がのっていたので、日本にも
ユースホステルがあるのかということから話

がはじまって、日本では、はじめてアメリカ
でユースホステルの実態にふれたのでありま

す。しかし日本では当時ユースホステルとい
う施設をつくる資金が協会としてほ調達出来
なかったのであります。そこで己を得ず、個
人の篤志家の協力を得て、そして馬志家の別
荘あるいは居宅あるいは居宅の一部あるいは
旅館の一部あるいは社寺仏閣の一部をユース
ホステルとして開放していただき、これをユ
ースホステルとして見立てた訳であります。

そして我々がリュックを背負い若い人達と
ともに、このホステルを使ってその中で料理
をし、帰るときには来たときよりも綺麗にす

るのだ、これが我々の信条だと、あるいはユ
ースホステルは自家の家だとし、ここには管

理者と言いヘアレントというお父さんお母さ
んがいると、このヘアレソトを中心として我
々はここを自分の家として生活するのだと、

旅における家として、だから家人として家事
に協力するのは当り前じゃないかと、だから

我々はセルフサービスでやるんだというよう
なことから、あるいはその晩のメーキング、

あるいはその土地のお話し、あるいは文化歴
史産業というようなものをたずね、そしてそ
こで土地の古老その他の人々からお話をきき
つつ、それが本当のホステリングというもの

だと、そういうことを皆で体験しながらPR
即ちユースホステル運動の啓蒙をはじめた訳
であります。これは日本的な展開なのであり
ます。
私共には先程申し上げたように資金もあり

ません。政府も当時応援してくれません。今
でもその応援は少うございますし、民間の純
粋な運動であります。そういう切羽つまった
ことから始めたことが怪我の功名と申しまし
ょうか当時13名の発起人ではじめたユースホ

ステルが、その年はじめて53名の会員を淳ま
して、それから毎年毎年会員が倍増しまして
昨年度は引万余名という年度登録会員を得る
ことが出来ました。
そしてユースホスールの施設も鶴岡にも出

来ることになり、それは世界に冠たるもので
一つもはずかしくないものと思います。

65年前にヨ一・ロッパのドイツにユースホス



テル運動がおこったのでありますが、そこに
は歴史と伝統があり国の施策国情もちがい、
それとともにその施設も大きなものがありま
す。内容的に設備として充分な資金を投じて
おりますのでいい設備も出来ております。

しかし日本では、ここにいらっしゃる小川
さんから昨年は岩手県における陸前高田にお
いてユースホステルをつくってもらいまし

た。
その中には、そこの風土に合ったきめのこ

まかい施設、建築内容建築物というものが、
非常に国際的にも高く評価されまして国際ユ
ースホステル連盟の機関紙あるいは日本建築

学会雑誌にもわがユースホステルが紹介され
ている現況であります。

しかし、建設には予算というものがありま
すが、予算がないので、充分な施設というも
のは出来ないのでありますし↓我々はそれを建

築する万々の気特にうったえて、そして我々
のあとに続く旅人のために協力してはしいと
いうことをお願いしてやっていくのでありま

す。
そのために世界に誇れるといい施設が出来

てくると思っております。

私も創立以来ユースホステル運動を行って
おり、また青年会議所などもやってきました
が、私はしゃべることが専門ではありませ
ん。私のユースホステル運動の日本における
理念というようなもの、それは私共の恩師で
あるところの下車弥三郎先生、賀川豊彦先生
などから継承を受け、この実践活動を日本的
に展開して下さったのが現在の理事長の横山
先生であります。こういう方ならば、専門的
にお話ししていただけるのですが、私の話は
体験から申し上げたのでおきき苦しい点が多
々あったと思います。私としてもこういう機

会に思っていることをぶちまけることが時間
の制約などもあって仲々出来ません。

しかしこういう機会にお話をさせていただ
き本当に有難うございました。
それとともに、現在日本のユースホステル

運動又は日本ユースホステル協会というもの
を青少年運動として（これは文部省の体育局
のスポーツ課の主幹であります）そしてこれ
は青少年関係団体として我々は中央青少年団
体連絡協議会或は青少年育成国民会議などと
一緒になって青少年育成運動をほかっている

のであります。しかし日本の現状というもの
は非常に寂しいと思うのであります。それは

私共がこの20年かかってやってきた。しかし
それは何等今の行政においても変ってないと
いう現状であります。それは就中社会教育の
面だと思います。社会教育法が制定されて以
来今日までこの法が何等改善されていない。

それで青少年団体における立法的なものある
いは育成というものが、施策の中で非常にお
くれている。そして審議会などの答申案が何
等履行されていないということです。

そして過日青少年団体が皆集りまして、我
々の力で国に向って青少年の育成ということ
でイカきかけなければいけないのでないかとい
うことになったのであります。そのためには
社会教育法の審議会、社会教育審議会の答申
案が来年3月出来るので、それに我々青少年
団体が手を合せて、顧問その他の関係国会議
員を動員して青少年立法のようなもの、即ち
社会教育法の改正まで、やって行くところの
関係議員連盟をつくろうということで、中央
では積極的に運動が展開されております。近
々には新聞社でもキャンペンをはっていただ

けると思っております。
その節はロータリアンの方々からも我々の

あとに続く旅人の若い人達を育成する立場を
もって今後とも青少年団体を御支援ねがえれ
ば非常に仕合せと思います。
なお鶴岡のユースホステルが来年の5月に

はオープンいたします。鶴岡ユースホステル
は鶴岡市の方々の非常なご熱意によって、叉
ご協力によって出来るものですが割合に施設
は貧弱なのであります。それで施設にいろい
ろ不満もありましょうが、それは鶴岡市の財
産のつもりで育てていただきたいのでありま
す。それとともに全国また世界の国々からこ
の鶴岡を訪ねてくるホステラーがございまし
ょう。その際はどうぞロータリアンの精神を

ホステラ←丹こ植付けて、ホステラーとともに
このユースホステルを育てていただきたいと
いうことをお願いしまして私の話を了らせて
いただきます。

ユースホステルの風土性施設概要について

明治大学講師　小川　　淳氏
鶴岡ユースホステルの設計にあたりまして

設計の構想などから設計をどういう夙にまと
めたかについてお話したいと思います。
今年の4月から設計に入ったのであります

が、今この席におられます小野里常任理事を
はじめ日本ユースホステル協会の方々のご指

導のもとに、設計をすすめていったのですが
たまたま基本設計の段階でイスラエルの建築
家でイスラエルのユースホステルを設計して
いる設計者と話す機会を今年の春もったので
す。

その際云われたことは日本のユースホステ
ルの建物は施設としては立派なものがある、
けれども風土性日本のユースホステルとして
の特長が感じられないと云っておったので
す。それで今度鶴岡ユースホステルを設計す
る際には（私はニ1・一一スホステルとかレグレー



ション施設を設計しておりますけれども）風
土性を近代建築の中にどういう風に溶け込ま
せるかということを問題にしまして、その解

決の緒として4つのことを設定したのであり
ます。
その4つの点といいますのは、一つは田麦

侯の民家です。これは日本の建築物として普
通民家の中でも代表的な多層民家の形態をと
っており、これは素暗しい民家です。そうい

う田麦侯の民家を構想の一つのポイントにし
ようと。それから今は使われておりませんけ
れども乳飲児を育てる用具としてイズメコと
いう囲まれた空間というようなものをとり上

げようとし、それからどこでもあったことで
すが囲炉裏を囲む空間性をもたせようとし、
それからもう一つは三瀬の綺麗な山並と日本
海の海がよくみえるような位置のこと。それ
は建つ位置が山の中腹になっており北側が崖
地になっております。これは北側ではよく見
えませんが南側が日本海がよく見えるところ
にありますので、建物に方向性をもたしてな
がめをよくしようという、そういった4つの

点で設計をすすめまして今お目にかける絵の
ようにしたのであります。
一寸説明しますと、段状の部屋あり田麦俣

のうまく利用した屋根裏をとり入れたもので

あります。即ちせり上った宿泊室に直接屋根
をかけた田麦供の美しいイメージをもたせ盛
り上った中央の部分に、この建物の中心施設
である集会室というものを設けたのでありま
す。それでこの集会室には、ファイヤープレ
スと云って、つまり閉炉裏ですが、冬の団ら
んには囲炉裏を中心として人が集るようなそ
ういうコーナーとか、それから和室には切り
コタツを設けてありますが、そういう空間を

中央部分にもたせてあります。それからこの
ように南側に向けて突進していくような建物
にしております。後側は非常に単純な形の平
家になっておりますが段々せり上ってくる。
そういう田麦供のもっている民家の面白さと
いうものをここで表現したつもりでありま

す。
先程イスラエルの建築家が風土性が感じら

れないと云いますけれども、昔は建築という
ものは、その土地でとれた材料木材泥壁それ
からくず屋根の材料とか、紙というようなも
のを使って民家というものを構成されたもの
です。今コンクリートとか鉄とか、ガラス、

アルミそれは地方性のない材料を使ったとき
は何によって風土性を表わせばよいかという
ことになりますと、それは建築の内部空間で
表現するより仕様がないではないかというこ
とを特に感じます。それで今度の場合内部空
間で風土性をもたせ、それが田麦僕の民家の

屋根のもつイメージに近くなるかという気拝
で設計したのであります。これは来年の5月
に竣工しますので、出来たら是非ご覧になっ
ていただき、私の申したことが本当にそうい

う空間になっているかどうかということを御
批判していただけば幸に存じます。

施設の概要は宿泊室が男女合せて12室あり
ますが、収容人員は約100名となっておりま
す。それは季節によっては女性が多くきたり
男性が多くきたりする訳です。それをキチッ
と部屋を男女別に分けておきますと男子の部
屋があいていても女子の部屋が満員でどうも
仕様がないという問題が多々ありまして、男
女別の間じきりは廊下の部分で換えることが
出来る仕組となっております。内部の中心に
なっている集会室が玄関を入ってきて男女別
にわかれて自分の部屋に上って行きながら、
ここが中心の施設だなということが感知出来
るし、どういうところにどういう施設がある

か一目でわかるような仕組に設計してありま

す。
施設的に鶴岡のユースホステルは夏は水泳

が出来るということ、冬はスキーが出来ると
いうことで、そういうオールシーズン利用出

来るという施設は全国的にもめずらしいので
あります。

また暖房は入っておりますし、冬のスキー
のための乾燥室というものも備えて、一応冬
の寒さに対処出来るような仕組にしておりま

す。
以上、卓話が終ってから若干質疑応答の時

間が設けられました。

幸手事報告

会報到着　鹿児島西RC、郡山RC、
尾花沢RC、外

例会日変更案内
山形西RC I0月26日→10月30日

会場　大沼デパート
その他

ニューヨーク州のクラッシングロータ

リークラブからニュー一三ヨークの世界博覧

会を記念して封筒をつくったのだそうで
す。その残部を直接ロータリー会員にお
わかちしたいとのことで、1枚270円だ
そうです。希望者は申込下さい。

日月15日温海クラブのチャーターナイ

トの参加申込書は未着ですが、近々入手
されます。次回例会まで参加の申込をね
がいます。
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊨5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficialto al】

concerned？

阜隔りを取り除こうヽ

出席報告
本日の出席　会員数　　　63名

出席数　　　47名
出席率　74・60％

欠　席　者　阿宗君、荒明君、安藤君、長
谷川（悦）君、林君、五十嵐
（三）君、粕川君、加藤君、黒
谷君、金野君、三井（徹）君、
誓網君、斎藤（徳）君、津田君
薮田君、嶺岸君

前回の出席　前回出席率　68．25％
修正出席数　　　51名
確定出席率　80．95％

メークアップ　林君一酒田東RC

安蘇君、長谷川（悦）君、石井君
黒谷君、三井（賢）君、中山君
佐藤（昇）君一鶴岡西RC

スマイル

阿部嚢君　叔父にあたる三太郎日記で知名
な阿部次郎碑の除幕式で幕をひかれたた
め。

摩萬江君10月24日の鶴岡・酒田の合同ゴ
ルフ大会で優勝したため。

長谷川文活君　同上で準優勝したため。

今日のスケジュールの報告　　会　長
この10月は、日本でロータリークラブが誕

生してから恰虔50周年の月にあたりますので
各ロータリークラブで50年を回顧してという
プログラムを持ちなさいという指示がありま
した。私のところまでこの原稿がきているの
で、これに5分間位費させていただき、引続
き委員会の報告の後、皆様のお手許に配られ
た中国料理の資料に拠り、興味のあるお話を
磨さんからやっていただきます。

礼状の披露　　上林一郎君
過日飛騨高山に参りましたのち、宇野英太

郎氏から、礼状が参りましたので一寸読み上
げます。

「　防頃は御丁看た石芳墨に按‾L∴かつ御妙
名産の大好物を取揃え御送り下さいまして恐
縮致しております。厚く御礼申し上げます。

また、会長さんの御丁重なる御挨拶および
御地バーナーまで取揃えお送り下さいました
ことを厚く御礼申し上げるとともに、皆様に
もよろしくお伝え下さいませ。早速当クラブ
に届け、例会の節御披露申し上げたいと存じ
ますので、その点よろしく

させていただきます。

に御披露して

会長報告
理事会を明日（10月28日）午後6時からこ

こでやりたいと思います。

それには、社会奉仕の活動として時期もせ
まってきた、新しく出来た老人ホームにスト

会
報
は
ご
家
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で
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ープを寄贈するとか、下半期の予算の見通し

それから文化会館、前の郡役所の移転の問題
市の文化財保護の問題、ファイアサイドミー
テングの実施について、それから会員増強の
こと、また公式訪問前にクラブ協議会も行わ
なければならないなど、盛り沢山の議題があ
りますので大変恐縮でありますが、関係の方
々はご出席の上、よろしくご協力下さること

をおねがいいたします。
それから先程申し上げた日本にロータリー

クラブが出来てから50周年に当りますが、そ
れに係る原稿がきているので、これを読み上
げさせていただきます。日本でどういうよう
なロータリーの発展をしてきたかということ
を、会員の皆様から是非知っていただくよう
にとのことです。

（この原稿は稿を改めて別紙に記録してあり
ますので、ご高覧ねがいます）

クリスマスカード発送について　張　紹淵君
10月23日のことです。バーナーを交換した

ロータリークラブの会長会員宛に、挨拶状と

クリスマスカードを贈りました。全部で130枚

贈りましたが、その送料は安価で3，250円で
ありました。一過の船便料は25円でしたので
ご報告申し上げます。

ファ7サイドミーテンゲについて

鈴木善作君
6日の例会で、会長さんからロータリー情

報委員会が主催し、ファイアサイドミーテン
グを今月中にやるようにとのご指示を受けま
したので、11月9日（月）午後6時半ひさご
やにおいて（会費は1，000円）開催したいと
思います。これは幹事さんのアドバイスもあ
り親睦委員長のご了解のもと、そのように行
いたいと思いますので、新会員の万々は是非

共御出席をおねがいいたします。なお前元会
長の方々、幹事であった方々、その他多数の
会員のご出席をおねがいいたします。

特に歴代の会長さんからは、当日ファイア
サイドミーテングのあり方について何卒ご指

導のことをお願いいたします。
新会員は、ロータリーのことを知り、会員

の名前を知り、友情をたかめるために胸襟を
開いて語りあう機会でありますのでどうぞご
出席のほどおねがいいたします。
なお今日の例会に欠席の会員には、後刻事

務局よりご通知することにいたします。

中国料理について　　磨　萬江君
お手許に配られた資料の順に従ってご説明

いたします。

第1頁にあります中国料理の系統と特色か
ら申し上げますと、今私が酒田でやっている

店が北方系の北京料理であります。この北京
料理というのが味がうす味であるということ
で、日本の方には親まれている料理の一つで
あります。その反面油こくて、しつこいとい
うのに広東料理というのがあります。比較的
都会では北京料理が喜ばれているようであり
ます。

そのつぎの中国料理の材料の切り方、これ
が非常に大事でありまして、メニューをみる
ときにスー即ち糸ですが、糸ということは線
という意味です。それから片は文字の通りで
す。丁というのは角切のことです。塊はかた
まり、条は線より太いものという風に、ご理
解ねがえましたら大体中華料理の切り方がわ
かるでないかと思われます。
今のは主材料の切り方でありまして副材料

は、極力主材料の形に合わせるというのか普
通の切り方であります。

それから、更に料理を註文されるときに大
事なことは、いわゆる揚げものであるか、炒
めものであるか、あるいは蒸しものであるか
と、その見分けはどこでするのですかとよく
きかれるのですが、第2頁のトップに書いて
あるように大体10種類程ありますが、普通の
場合は4種類位、いわゆる妙めもの、揚げも
の、煮込みもの、あんかけものと大体これ位
の範囲で間に合うと思います。以上材料の切
り方、調理の仕方について申し上げましたの
です。

これから申し上げる一番肝心なことは、日

本の皆さんが中国料理を食べるときに、食べ
たいのですが註文の仕方がわからない。ある
いは値段が高いでないかというような話をよ

くきかされますので、いろいろ頭をしぼって
つくったのがこのメニューでめります。

よくなれていない方は、お店に5人位で入
ってくると、八宝菜5つ、酢豚5つ、という

夙に註文されるのです。私共がみると同じも
のを1つ1皿と云っても1人前では少し多い
のです。大体小の1皿というのが4人まで召
し上れる分量ですが、それを酢豚5つ、八宝
菜5つ註文してはとても食べ切れるものでは
ないし、残してしまうのでお金をかけてもっ
たいないという具合になるのであります。

そこで、こういう風にご説明申し上げたの

は、Bのところですが、大体お一人様のとき
には自分の好きなものを1品か2品、その儀

註文して召し上ればよいのですが、人数がふ
えた場合には、中盆とか大盆ということを考
えながら註文されるとよいと思います。それ
には各々が註文されないで、5人様なら相談
し合って先ず何を食べようかということを考
えられた万がいいと思います。鳥の丸揚1つ
と、あるいは魚の料理1つという風になりま

ヽ－′／
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すが、一番大事なことは、最初に材料別に何
を召し上るかということ、例えば豚肉を1種
類また鶏肉を1種摂、野菜1種塀、魚1種塀
という風に4品とられる場合には、先ず材料
別に分けて考えて下さい。そしてその材料を
決めた時点でメニューをお開きになって、同
じ鶏料理にもこういうのがある、同じ豚料理
にもこういうものがあるということから、お
いしそうなものからピックアップざれて註文

された方が、一番賢明なやり方であります。
ところが仲々そう申し上げても、実際にな

るとメニューの種類が多過ぎて、目移りして

大変なやまれるという場合が多いらしくて、
お客さんとしては自分の食べたいものが仲々
思う通りに註文するのが難しいようでありま
す。

そのために3京に、大体お客さんの人数と
お値段に合わせた範囲内で私の方で考えてア
レンジしてみたのがこの献立表であります。

俗に皆様がおっしゃるテーブル料理という
のがこれでありますが、普通テーブル料理と
いいますと8，000円位からがテーブル料理で

ありまして、2，000円、3，000円といいますの
は、アラカルトの料理に属します。ですけれ
どこういう風に申し上げた万がわかり易しい
と思い、このように書いたのであります。
例えば3京の一番の2000円は2～3人で、

料理が3品にスープがついていてデザートが
つくという仕組になっておりますが、この料

理について何回行っても、同じような料理し
か食べられないかと云うと、そうではなく料
理は替えていただいて結構でございます。そ
のときウユトレスに申し付けていただけば適

当な料理に香えさせていただきます。資料に
は一万円までのものを書いて見ましたが、次
の5頁に宴会のテーブル料理というのが書い
てあります。これが普通いうところのテーブ
ル料理であります。

ここに書いてある値段でありますが、大体
酒田で私どもがやっている場合には、ここに
書いてある1000円、1200円、1500円、2000円
2500円、3000円までありますが、大体1200円

位までの料理が中であります。1000×10人＝
10000円と書いてありますが、これが最低限

度のテーブルの値段であります。これを割っ
てしまうと、もう一品料理ということになり

ますが、大体1人様の単価が1200円の場合が
中程度の料理と思っていただけば、山形にお
出でのときでも、仙台にお出でのときにも大
体通用すると思います。なお一寸いいものが
食べたいという場合には1500円ということで
あれば殆んど満足出来る料理が出ると思いま
す。もっとも東京にお出でのときはこれでは
間に合わなく、2000円や2500円になるという

例も沢山あります。
この註文のされ方でありますが、前の頁の

ように仕組んである場合こは、7番の8000円

呉れとか、5番の6000円くれということです
みますけれども、テーブル料理の場合はなる
べくお要せいただいた万が一番賢明な註文の

化方であります。例えば10人様で15000円の一

卓という風に申されましたら、特に自分なり
お客さんが好まれる料理がありましたら、そ
の中で特にお好なものを1品か2品御指定を
いただいて、その他はコックの方にお委せい
ただくようにした万がよろ・しうございますと
いいますのは、コックの方ではそれによって

野菜、鶏、肉、或は魚その他いろんな材料を
アレンジして適当につくります。そうしない

と、お客様の方から全部ご指定をいただいた
場合には、片よった非常に変な献立になって
しまいます。例えば酢豚とか、豚の煮込とか
或はチーケンとかいう風に全部同じ味になっ
てしまう危険があります。

どちらかと申しますとお客様としてほ不安
ですから、委したらどんな料理が出るだろう
か、自分の思う料理が行かないのではないか
という不安がありますが、概して料理という
ものは委した方がお得で、おいしいものが出
来ます。このことだけは必ず覚えていただい
て、そういうときには御利用されれば賢明な
行き方ではないかと思うのであります。

それから料理の中で私達がお客から註文を
いただくときに、何を召し上がりますかとお
ききしますと、八宝菜、酢豚、鯉の丸揚とつ
きなみな註文を受けるのですが、ここで卒直
に申し上げますとこれらの料理は、余りよい
方の料理としてラソクしておりません。むし
ろ家庭料理のつまらない料理でないかと思っ
ています。

それから一番おいしいものを食べたいが全
然わからないという場合には、例えば3人で
お見えになり一人2000円合計6000円で一番う

まいものをつくってくれと申されるのも一つ
の方法であります。そのようなときにあとで
がっかりするとか、期待を裏切られたなどと
いうことは絶対にないと思います。といいま

すのは材料を豊富に取揃えておりますので、
どういう変化にそなえても充分に間に合う状
態にあります。

私の酒田の店で常時出来る料理の種煩は、
170種から180種類あります。この種煩を全部
こなしているのでありますから、お客様の御

期待に背くようなことはないと確信しており
ますので安心してどうぞ申し付けて下さい。
次に6頁から8頁に一品料理を書いてあり

ますが、これは俗に云うアラカルト即ち自分
の好きでこのメニ＝L・－からご指定なさって註



文なされるアラカルト方式のものでありま
す。これは大体一皿の場合は2～3人様まで
ですが、4～5人、5～6人になりますと中

盆即ち中皿ということに御指定下さい。それ
から、7～8人になれば大皿と申されると、
分量において大体間に合うかと存じます。

中盆は大体小盆の5割増の値段です。大盆
が倍になります。

最後に10頁ののみもので老瀞と茅台酒とが
ありますが、この老酒について一言簡単に説
明しますと、老というのは日本では老舗とか
いって老というのは非常に有名であるとか、
あるいは、しにせというように使われており
ますが、中国でも老というのは敬って使う言
葉ですから、酒の場合銘酒だということにな
ります。老酒というのは一つの固有名詞では
なくて、老酒というのは大体6種類ありま
す。6種炉のうちで老酒の中の何々酒、何々
酒ということになります。私のところで扱っ
ているのは老酒の中のいはゆる花彫紹興酒を

使っております。この紹興酒の特色といいま
すと、最初から二回目位までにおのみになる
方は、薬くさくて一寸お口に合わないという
ような感もされると思いますが、3、4回召
し上っているうちに、清酒よりもいいと思わ
れる方が非常にふえるのではないかと思いま
す。

と申しますのは、可成の分量をお飲みにな
りましても翌日頭に残らないというのが一番
の特長です。で私もよくしりませんが蒸溜さ
れているお酒だと云います。即ちウイスキー
みたいなもので頭にのこらないのではないか
と思います。勿論分量がふえれば腰もふらつ
きますが頭の方は何でもない管であります。
それから茅台酒これは非常に有名なお酒で

よく中共にいらしった議員諸公が口を揃えて
お覚めになる酒です。この酒は無色透明で、
見たところ焼酎みたいな感がいたします。と
ころが、このお酒は非常によい酒で、世界の
アルコール飲料のコンクールに出品しまして
一位をとったという記録が残っております。

これは度数が強くて60度近いじゃないかと思
います。老酒の17度、18度に比べますとこの

酒は非常に度数が強いのであります。マッチ
をすって近づけますと引火します。

ただ老酒を召し上るときに、千葉県でつく
った国産の老配というのがありますが、これ
は値段はおそらく3分の1位でお飲みになれ
ますが、飲んだあとがよくないというのが世
上の評判であります。その点混同されないよ
う留意ねがいます。老酒の場合原料は米と高
りゃんでつくりますが、粉が入る場合もあり
ます。同じ老酒でも、中国では産地によって遣
り方がちがいますが、一番いいのは今の花彫

紹興酒で、花彫紹興酒というのは、漸江省の
紹興というところの地名をとったものであり
ます。私もよくは知りませんですけれども、
この酒をつくる場合に原料もさることながら
水が非常に大事だということで、夜中皆が寝
しずまって船も皆とまったあとで、木舟を浮
べて、揚子江をさかのぼって、上流で舟を2
～3時間とめて全然波が動かなくなってから

舟倉の栓をぬいて、その水を静に吸い上げて
それを工場に持って行くという風に苦心され
ているそうです。

今台湾でもつくっております。台中のはり
というところでつくっておりますが、どうし
て台中でつくっているかと言いますとはりの

水が台湾では酒に一番よい水だというそうで
す。

あそこは気候が非常によくて、年間を通じ
て、うす衣一一枚で充分まに合っているような

土地柄ですから水も非常によい水だというこ
とが定評で、老酒もそこでつくっているそう
です。

最後におみやげの肉まんじゆうのところで
すが、それは私共のつくっているものは、街
で売り出されている肉まんじゆうとは多少ち
がいます。値段も1ケ50円で高うございます
が、味の万は風味たっぷりと云えますので精
々御利用下さいませ。
それから今日会長さんからメニューはかり

ょこして、ご馳走の万ほおあずげだと申され
ましたが、実は、このご説明を申し上げると
きは3、4品何か料酒をそえて、そして召し
上がっていただきながらご説明するつもりで
おりましたが、御承知のように中国料理とい
うものは冷めてしまうとどうにもならぬとい
うのが大きな欠点で、そのために今日は間に
合わなかったのですが、11月中に何かの方法
を考え、ここの主人様とも相談して成るべく
熱いものを皆さんに差し上げたいと思います
ので今少々お待ちのほどおねがいいたしま

す。

幹事報告

（1）チャーターナイトの申込
温海RC lO／31〆切

（2）会報到着
余目RC、石巻東RC、新発田RC

（3）例会変更
酒田RC ID／28（水）RM6　相馬臣

（4）1971年版ロータリーダイアリーの追加注

文のお願い1部￥600
（5）次回11／3例会は文化の目につき休会
（6）鶴岡ユネスコ高等部主催世界児童画展案

内
11／1、2、3　於致道博物館旧館

AM9～PH4　入場無料



日本ロータリー誕生50周年に際して

本年は、日本にロータリーが生れてから、
50年目にあたります。

このことは皆さますでにご承知のことであ

りますが、この時にあたり、創立当初を回顧
してみるのも、あながちむだではありませ
ん。

いまから51年前の、大正8年のことであり

ます。当時三井財閥の重役として令名のあっ
た米山梅吉さんは目賀田男爵を団長とする、
遷米使節団の一員として、アメリカ各地を訪
問したのでありますが、その翌年、テキサス
州のダラスで正月を過したおり、三井物産の
ダラス支店長であった福島喜三次さんに会っ
たのです。

福島善三次さんは、数年前から、ダラスの
ロータリークラブの会員であり、話がたまた

ま、ロータリーにおよんだのであります。

米山さんはこのとき、このロータリーにつ
いて非常な興味と関心をしめし、ぜひ日本で
もこの妊L織をつくりたいと念願したのであり
ます。その後、福島さんを通じて文献を集め
ローータリーを研究した結果、米山さんはシカ
ゴの中央事務局へ、日本もFh一夕リーに加盟

したいと申込んだのであります。中央事務局
は、そこで、6ケ月以内に創立することとい

う条件をしめし、米山さんの申出を許可した
のであります。
米山さんは、きっそく友人や知人を、東京

銀行倶楽部へ招集し、この創立をはかったの
でありますが、米山さんの熱意をもってして
も、人は集らず、6ケ月の期限も切れてしま
い、この延期を申し出でる事態にいたったの
であります。中央事務局は、そこで、横浜の
パシフィックライン汽船会社のW．Lジ′ヨン

ストソ氏を相談役に推せんし、それ以来、米
山さんは同氏とともに創立準備に傾注しまし
た。かくして大正9年10月20目付で、クラブ

創立の手続をシカゴに送ったのでありまし
た。当時は、現在のごとく航空便などはなく
船便であります。このために手続は手まどっ
たのですが、やっと翌年の大正10年4月1日

付で、会長のスネデコ7（Estes Snedecor）

とチュス・ペリー事務総長（Ches Perry）

署名の認証状が届きました。
ここに、東京ロー一夕リー倶楽部が、24人の

創立会員をもって正式に発足いたしました。
しかし、当時は欠席者が多く、2週間に一度
例会を開く状態でありました。ところが2年
たった大正12年に、あの関東大震災が起こり

東京、横浜の大部分は、灰魔に帰してしまっ
たのです。

この災害の報はいちほやく、世界中に伝わ
りました。シカゴの事務局でもただちに、必
要な物資は何でも送るという慰問の電報を打
電してきたのであります。そして25，800ドル
を大阪ロータリーの伊藤忠兵衛君の中継ぎで
もって送金してきました。他の世界中のクラ
ブも同様に、見舞の電報をよこし、当時世界
の各地にあった約500のクラブから、74，000ド
ルという巨叛の義援金をよせてまいりまし
た。（これは現在の金なら1億5千万円ぐら
いに当ります）

東京ロータリアソほ、その厚い友情に、感
激いたしました。ロータリーは、奉仕の理想
を標語としていますが、現実に、これほど強
い結びつきがあろうとは、いまさらのごとく
ロータリーを見なおしたのであります。

この友情の義援金は、東京、横浜の小学校
の再建、羅災者の救援にむけられ、多くの人
々に感謝されましたが、この時以来、東京の

会員一同は、ロータリーの精神を、強く追求
するようになり、出席励行がゆきわたり、例
会も毎週開催のはこびになったのでありま
す。
東京ロークリ←クラブができて2年後、大

正11年11月に、大阪の加島銀行重役の星野行
則さんらが発起人となり、シカゴ中央事務局
の委託をうけて、25人のチャーター・メンバ
ーをもって、大阪ロータリークラブが創設さ

れ、つづいて神戸（大正13年）名古屋（同
年）京都（大正14年）横浜（昭和2年）の順
で次々に新しいクラブが誕生したのです。か
くして関東大震災を契続として、東京、大阪
および各地のロー∵ダリーは、発展の途をたど
りつづけたのであります。
さて昭和に入りますと、東日本は主として

東京が、西日本は主として大阪がスポンサー
となって次から次へと、内地はもちろん朝鮮
台湾、満州にまでクラブができ、48クラブ、
会員2，142人（昭和15年6月末現在）を数え
るほどになりました。ところが昭和6年9月
満州事変が勃発し、昭和12年に支那事変とな
り、日本はあの不幸な戦争に突入していった
のであります。軍部はこのころになりますと
ロータリー国際組織をスパイの一団という偏

見をもって対し、ことごとはロータリーをつ
ぶそうとはかったのであります。

昭和15年8月12日、まず大阪ロークリクラ



プが国際ロータリーを脱退の巳むない事情と
なり、相前後して静岡ロータリークラブの解

散であります。日本ロー一夕リーの前途は、憂
慮すべき事態に入ってきたのであります。

この当時のことでした。米山さんはある日

憲兵隊で非国民あっかいを受けたのでありま
す。米山さんはきつそく、東京の例会で発言
しました。日本ロータリーの今後の道は二つ

あると。ひとつは、このまま例会をつづけて
玉砕するか、いまひとつは、会の名前をかえ
て、ロータリーの精神を守っていくかである

が、自分はこの第二の方法をとりたいと。
米山さんは、涙をのんで東京ロータリーク

ラブを解散し、第二の方法を進めたのであり
ます。昭和15年9月日日のことでありまし
た。東京クラブは、翌週から、名を水旺倶楽
部とあらためたのであります。
大阪ロータリークラブは金旺会と称しまし

た。しかし定款細則はロータリーそのもので

ありました。この方法をとったクラブははか
にもありますが、戦争はいよいよ急をつげま
した。とくに大平洋戦争のさなかには東京ク
ラブの例会場の帝国ホテルが空襲で焼失して
しまうありさまで、ある会員は鉄かぶとをか
ぶって例会出席という笑うに笑えぬ姿でし
た。食事も食糧が配給のため、各自弁当持参
でしたが、あくまでロータリーの本分は忘れ
なかったのであります。
大戦後、各クラブの会員一同は、ふたたび

ロータリーの再建を願い、東京クラブではこ

の復帰委員会を、小松隆さんを委員長として
設けましたが、戦争中に外地における日本軍
の行為は非難のまとであり、RI理事会は難
色を示したのであります。

しかしながら、昭和24年、インドよりアメ
リカへの帰途、ジョージ・ミ←ソズ現事務総

長が来日され、日本のロータリーの実状を調
査したのであります。この際、日本のロータ
リアンは戦争中、会の名前こそかえたが、ロ
ータリー精神を堅く守って9ヶ年の長い間、
一回の例会も休むことなく継続してきたクラ

ブが14もあることを知ったのであります。こ
の日本のロータリアンの態度が、ロータリー

復起の大きな要素となったのであります。
ミ・－ソズ事務総長は、その後、再び来日さ

れ、RI理事会の命により、わが国ロータリ
ーの再建のために、東京を訪れましたが、そ

の際、つぎの条件を私達に提示したのであり
ます。
そのひとつは、クラブ数は7つを越えない

こと。新クラブ会員数は、戦前の半分にする
こと。この2つでありました。そこでわれわ

れは、東京、大阪、名古屋、京都、神戸、福
岡、札幌にロータリークラブを組織したので

あります。その後の経過は皆さまのよくご承
知のことでありますが、21年をへた今日では
全国17の地区に1，000起えるクラブ、49，000人
の会員を擁する大組織に発展をとげたのであ
ります。
この結果、アメリカに次いで第二のロー一夕

リー国であったイギリスを追い越して、今で
は日本は、世界第二の経済産業国であると同
様に第二のロータリー国となりました。

これは、ひとえに、米山梅吉さんはじめ多
くの先輩諸君が戦争中、ロータリーの将来を
深く考え、会の名前を変えても、ロークリ【
の精神を守りつづけた。この先見の明が、戦

後の復帰を、また、今日の発展を約束したも
のと信ずるものであります。

ロータリーの前途は、平担なものと考えて

はなりません。この日本ロータリー誕生5∩周

年にあたり、奉仕と友愛の精神を、いま一度
たしかめようではありませんか。またわれわ
れ各クラブの組織と奉仕の内容をREVIEW
and RENEW　して、新しい70年代の要求に
マッチするように革新し、そしてBill Walk

国際ロー一夕リp新会長の訴えるBridge the
Gaps人と人との間の、国と国との人間と生

活環境の間の、いろいろな隔たりを取り除く
ことを、奉仕の科し目標として活動を進めよ

うではありませんか。

この原稿は、日本ローータリー誕生50通年を

記念して、さる7月1日の全国地区ガバナー
会議で委嘱された第366地区直前ガバナー塚
本義隆氏（大阪）と第368地区直前ガバナー
若林与左工門氏（神戸）が協議の上とりまと
めたものであります。

そして、全日本ロー∵タリー各クラブ会長宛
てに送′付されたもので、わがクラブにおいて
ほ、10月27日の例会において、会長が朗読さ

れたのであります。

一・
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四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwill and

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficial to al］

concerned？

ミ隔りを取り除こうミ

出席報告
本日の出席

欠　街　着

員　数　　　63名
席　数　　　47名
席　率　79・37％

君、長谷川（文）君、林君
君、海豪君、金井君、加
、嶺岸君、三浦君、磨君二藤

（信〕君、佐 （昇）君、笹
鈴木（弥）君、津田君

前回出席率　前回出席率　74・6D％
修正出席数　　　55名
確定出席率　88．89％

、、・一／　メークアップ　安藤君、林君【東京築地RC

阿宗君】新庄RC
五十嵐（三）君【温海RC
長谷川（悦）君、黒谷君、嶺岸
君、三井（徹）君一鶴岡西RC

ビジター 静岡東RC
谷茂雄君、半田茂
、原田行雄君、佐

酉RC

会員誕生　乎m圭三君、粕川文男君、鈴木善
作君、薮田誠樹君

奥様誕生　阿宗良子様、阿部清様、早坂左枝
子様、橋浦寿千代様、平田和子様
中山きくせ様

年間皆出席
8年間皆出席　新穂光一郎君

石
十

間　ク　　五十嵐八郎君
間　ク　　阿宗文雄君

、阿部（公）君、阿部（裏）君、安藤君
長谷川（悦）君、早坂（源）君、林君、
、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、五

一）君、五十嵐（八）君、海東君、金井

君、上林君、栗谷君、小花君、小池君、今
間君、嶺岸君、三井（徹）君、三井（貿）君、
三井（健）君、中山君、磨君、斎藤（栄）君、
佐藤（伊）君、佐藤（忠）君、鈴木（善）君、新
穂君、鈴木（弥）君、篠原君、谷口君、佐々
木君、高橋君、手塚林治君、富樫君、上野
君、鷲田君

スマイル　斎藤得四郎君

教育功労者として11月4日県教委より表彰
されたため（弓道の普及と指導に尽力）

バナー交換

過日飛騨高山クラブにバナーを送付したと
ころ、先方クラブ幹事からバナーが送られ
てきた。そのことを上林一郎君より紹介さ
れました。

会長報告
今年の5月頃に、盲学校の生徒を水族館と

蒲光園に招待して、楽しい一日を過していた
だきました。その折生徒達が、その印象によ
って書いた絵が、静岡県かどこかで開かれた
全国盲学校の絵の展覧会に出品され、その節
当地盲学校の生徒が大部賞をいただいたとの
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ことであります。賞を受けた絵が10数枚にな
りますが、皆様に披露していただきたいとの
申出があったので、それらの絵を回覧いたし
ます。これはすべて水族館に行ったときの絵
であります。
次に10月28日に定例の理事会を開き、社会

奉仕として本年度とり上く阜べきことを検討し
ました。駅の傘の補充はいたしましたが、車
寄せのテントの汚損がはげしいので、それを
早急に行うことや、老人の家に暖房装置を取
付けて上げることが検討されました。それか
ら、昨日ここでファイアーサイドミーテング

を行い出宿者19名で、大そう盛会稗に終らせ
ていただきました。

温海のチャーターナイトが近づいてきまし
たが、これについては特別代表の石黒さんか
ら、後ほど報告おねがいします。

温海チャーターナイトについて

石黒壕之助君

貴重な時間をいただきまして、温海チャー
ターナイトのご案内やら、予告を申し」二げま

す。11月15日すなわち5日後にひかえており
ます。既に8日付の荘内日報の記事でおわか
りと思いますが、温海クラブでは目下親心誠
意をもってこれに聴くんでおります。

温泉の入口には杉の菓により凱旋門のよう
な歓迎門をつくるというようなことで、都市
ではこのような装ほみられませんが、大へん
めずらしい趣向と思っております。

11時から1時まで登録時間となります。こ

れは汽車でお出での万の便宜をはかるために
永くなりました。昼には軽食を差上げること
になっております。1時から2時までの間に

認証状の伝達式があります。伝達式の会場は
万国屋の万代の間で挙行されます。その後休
憩時間が1時間あります。普通であれば、リ
クレーションや観光を行うのでありますが、

天候の保証がなく11月となれば荒天続きが予
想されますので、屋内の方がよかろうという
ことになり、芙蓉の間でありますが、先程茂

吉文化賞をいただいた山戸の能を観賞してい
ただくということにいたしました。それから
3時から4時15分までが祝宴であります。こ
れは再度万代の間に移り祝宴を行うことにな
ります。余興も温海で非常なお骨折りをいた
だいております。松弦会の琴曲新高砂、むら
さき会の舞踊紅葉と老松、それに温泉の芸妓
連は全部出動して、民謡と桶を行う予定であ
ります。更に万国屋のサービスとして、非常
にめずらしく賑かな庄内太鼓をお目にかける
そうであります。長野県には諏訪太鼓という
ものがありますが、あのように勇壮なものら
しく、かつ女性も入っての太鼓打ちで、ご期

符に応えるものと思います。
本クラブのご支援を得ましてお祝金を多衝

に頂戴するとともに、事務職員2名を当日お
借りすることになりました。それからクラブ
の／ミーナ←を当日温海でお借りするなど大変
なご好意をいただいております。

また、張先生にはチャーターナイトを16椚郡
のカラーフィルムで撮影し保存していただく

などのご好意の計画もあります。
そのようなことで、皆様のこ支援で大変立

派な催が出来そうでありますが、唯一寸寂し
いと思うのは、スポンサークラブである鶴岡
クラブから会員が20名しか揖ていないという
ことであります。ご家族が8名と28名であり

ますが、これは西クラブが3名の欠席に過ぎ
ぬのと比べても、何とかもっと盛りしけてい
ただきたいと思います。それでもう〆切目は

了っておりますが、温．海クラブの了解を得て
本日一杯であれば追加受付けをいただけるこ
とにしましたので、本例会終了後までに申込
みねがいます。せが）てもう5～6名の方か「）

参加していただけば恰好のいいものになりま
すのでよろしくねがいます。

なお、招待者は14名ですが、佐藤民二郎ガ
バナーはご夫妻で、穴沢直前ガバナーもこ夫

妻でお出でになり、安斎バストガバナーもお
出でになります。
現在の申込人数は、他クラブからほ176名あ

り、温海クラブの会員31名と家族23名出ます
ので、合計で240名をこえると思います。遠く
は東京神奈川方面から参加下さる万もあるよ
うでございます。このようなことで大変今席
からおねがい申し上げて恐縮でありますが、
若しご都合つく万がございましたらもう少し
ご出席のことを重ねてお願いします。

第359地区の年次大会を主催して
ゲスト　旅河正美氏

私は鶴岡出身でありますので、本例会こも
多数の中学の先輩や、ロータリアンの先輩が　　ヽ一／
お出でになり、その前でお話しするのはまこ
とに面はゆい気がいたします。SAAの高橋
正太郎君が中学の同級生でありまして、たま
たま私の属している藤沢クラブが第359地区
の年次大会を今年催しましたことを彼に伝え
たところ、木簡でその話でもしたらどうかと
いうアドバイスがあり、とりとめのなし　お話

をさせていただきます。
私は仕事が東京都の新橋でやっております

ので、事業所からすれば東京南クラブに尾す
るところですが、仕事として弁護士をそって
いるので藤沢でもいいでないかということで

数年前藤沢クラブに入会させていただきまし
た。現在では属するクラブは居住地でもよし、



ということが、3年ほど前からなりましたの
で居住地会員となっております。

全国でも地区大会のホストクラブをやるク
ラブの幹事が居住地会員であるというのは例
がないそうです。昨年の7月から副幹事をや
らせていただき、また今年の7月から幹事を
やっております。会長が今年地区大会を行う
ために、とっておきの藤沢商工会議所の会頭
が就任することになりました。

こちらでも今「洞さんはとっておきかしれま

せん。

私は未熟ですが、会長幹事がベストメンバ
ーを組んで地区大会に臨むといっておだて上

げられて幹事になったのであります。
地区大会のお話ですが、10月12、13、14の

3「膵桁おれました。何せ地方都市で地区大
会をやるということは、なかなか大変なこと
であります。私達のとなりは第358地区、即ち

東京でありますが、東方（の場合本午は武蔵野
ロ←一夕リ・一一クラブがホストになり、新装なっ

た帝国ホテルで地区大会を開催したそうです

また余興はすぐ近所の帝国劇場で長谷川一
美などの観劇をやるなどのデラックスな、し
かも帝国ホテルのサービスを満喫出来るとい
うような地区大会とはちがい、（若し鶴岡が
おやりのときは市民会館を利用するような形
で）蕗沢の場合も市民会館を使いました。

そこには、サービスのための従業員はおり
ません。従っていろいろと苦労があった次第
であります。それに地方でやるには、地方都
市の特色を活したいということから、どうい
うスケジュールでやればよいかということが
大きな問題でした。そこで私共の地区大会で
は、私はホストクラブの幹事で、地区大会の
幹事は別の方にやっていただき、地区大会の
委員長、幹事はクラブとは別に出来たのであ
ります。そうでなくホストクラブの幹事と地

区大会の幹事と一緒にやるとなると、時間的
余裕の点と万事不行届になる点が懸念される

、－／　のであります。私達の会の特色m特色と申

してほいけないのかもしれませんが、皇太子
ご夫妻を地区大会にお迎えしたことでありま
す。

皇太子ご夫妻をお迎えするについては、い
ろいろ議論があったのです。とに角皇太子ご
夫妻が公式にロータリーの地区大会にお出で
になった事は日本には例がありません。ただ
今年はロータリー創立65周年、それから日本
でロー一夕リーを米山梅吉氏が東京につくられ
てから50周年という記念すべき年にあたりま
すので、いろいろお願いしたのであります。

しかし宮内庁はものを公平に考える立場に
あるものですから、藤沢に行って東京に行け
ない、或は第357地区の埼玉に行けないとい

う訳には行かないようであります。そこで神
奈川県知事と相談して、藤沢市に新しく出来
た身体障害者の施設が10月から開設されたの
で、これをご覧いただくという名目をつけて
おいでいただいた訳であります。また皇太子
妃は皆様ご承知の父君正田英三郎さんが東京
クラブのメンバーであり、近親にお伯父さん
とか多くロータリーご関係の方が多いので、
皇太子妃は子供の頃からロータリーの家族懇
談会などに幾度も出席されて、ロータリーの
ことほお精しいとのことで、皇太子ご夫妻を
お迎えするに寄与されたのでないかと思いま
す。

このように皇太子ご夫妻を地区大会にお迎
えするという事になると、警備その他が大変
であり、とにかく宮内庁、皇宮大夫という方
々との連絡、神奈川県の警察、或は地元の警

察の警備などの苦労が多く、一歩まちがうと
来賓をお迎えするために、地区大会本来のも
のを失ってしまう危険性もある訳でありま

す。ですから、これらの点を主催者として注
意して、皇太子ご夫妻にも失礼がないように
またお集りいただく地区の会員のノかこもあま
りご不満がないようにということで準備した
のであります。

地区大会の第2の特色は、地区大会出席希
望者が3，000人近くになったことで、これは
p【タリーの地区大会始って以来のことだと

のことです。ところが会場の市民会館が1，500

人位しか収容出来ないので、3，000名近くの
出席希望者に対し出席辞退をおねがいしたの
であります。即ち、温海の先程のお話とは逆
の現象でした。他地区の万にはそうはいたし
ませんが、私共の属しております神奈川県の
第2分区あるいはお隣の第3分区の幹事の万
々から参集をねがい、割当制にいたしまして

漸く2，000名近くに押えました。押えても入
りきれませんので、第2会場を設けて、（市
民会館に大ホールと小ホ【ルがある）小ホー
ルに約400名を容れて、そこではテレビで行

うことになったのです。

どこの地区大会でも第2会場でテレビで地
区大会に参加する例は未だかってなかったと
気憶しております。これは決して自慢ではな
く、むしろこういう例はよくないだろうと私
は考えております。テレビについては、池上

通信橡という、そういった機器の製作に優れ
た会社の社長が私共のロータリーのメンバー
であったので、大変なご尽力をいただき400名

位の万はテレビ参加になったのであります。

第3の特色は鎌倉が近いという土地の事情
から、鎌倉の五山の第一に数えられる建長寺
の精進料理を、参加の方々に賞味していただ
くことで、通常は建長寺ではやっていないの



ですが、特に地区大会として人僧房で精進料
理を召し上っていただいたことであります。

また、鎌倉の流鏑馬（やぶさめ）一私も藤
沢に住んでおりながら、はじめて流鏑馬をみ
たのでありますが、これは大変勇壮なもので
武田流と小笠原流と2つの流派があり、これは
芸人の芸ではなく、昔からの伝統に従い、か
つこれに参加される万は皆正業をもっている

方だけだとのことで、大へんな感銘を与えま
した。今回はなかんずく勇壮の世評の高い武
田流をやっていただき、今から1，000年前の
武家がどういう武芸に励んできたかを偲んだ
のであります。昔熊谷次郎直実が、頼朝の催
す流鏑馬の行事に遅刻したために知行幾百石
かを削られたともいわれる位、昔は武士が流
鏑馬を一生懸命やってきたように伝えられて
おります。私共の地区大会にPIの会長代理
としてお出でになったワーナ【さんという米

国の弁護士の方が、流鏑馬について大変感激
しておられました。

次に地区大会に関し、ポーノレ、リスへロー
のことですが、鶴岡のクラブにも沢山の方が
いらっしゃると思います。私のクラブにも別
に自慢ではないのですが、会員73名のうちポ
ールハリスへローが5名、ポールハリス準へ

ローが55名おります。ですから、73名の会員

のうち60名がへローとか準へローであって、

神奈川県全部となりますと、隣県の山梨県や
静岡県に比べて、非常に多くなっております。

そこで、私等のクラブもロータリー財団寄
付優秀クラブ、それから出席優秀クラブ、会
員増強優秀クラブ、会報の優秀クラブ、とい
う4冠王を頂戴いたしまして、大いに地区ク
ラブのホストクラブとしての面目を施した訳
であります。また附言しますと、一つのクラ
ブでホストすることが非常に難しい関係のこ
とから、私共のコーホストクラブとして藤沢

西クラブ、藤沢北クラブ、茅ヶ崎クラブ、大

和クラブの方々に経済的にも多大の支援をい
ただき、そのバックアップのもとに、2千数

百万円の予算を編むことが出来て地区大会を
挙行したのであります。これからの地区大会
を私共がロータリーアンとして考えるときに
果してこの地区大会2日間半の行事に2千数
百万という大金を投じてやることがいいのか
悪いのか、もっと簡素化出来ないのかという
反省に私自身もかられるわけであります。

特に今年2月私は第369地区の京都の地区
大会に出席いたしました。京都の大会には部
門別協議会などないのであります。これは僅
か1時間半位の部門別協議会を催すために大
変な準備が必要なのであって、どんどん新し
い形の地区大会が生れてくるのでないかと期

待しております。

それから、幹事として考えたことは、この
ような地区大会のような大きい大会をやると
どうしても会員間で、地区大会の準備委員長
とか幹事とか、そういう万々とそれに協力し
ていただく会員との間に、命令するものとさ
れるものという形がどうしても出来てくる訳
であります。

本来私共は皆企業とか何かの代表者であっ
て、人に命令されて動くということは非常に
不得手なものはかりであります。その不得手
な者にさんざん命令して、それでひどいのは
袋づめの作業などを資本金何倍という大会社
の社長さんが日曜日出てきて熱心にやってい
るのであります。それから、私は生れてはじ
めて下足番をいたしました。あいつほいはり

きって人に用事ばかり言いつけるではないか
とし、う会員のもっている不満を、地区大会を
契期として払拭するための融和と親睦が幹事
に諜せられた重要な仕事ではないかと思って
おります。

最後に、地区大会のパンフレットに出てい
る言葉で、l二1本ロータリーの創立者である米

山梅吉氏の言葉即ち
とあなたほいそがしいのほわかっておりま

す。ひまな人はロータリーに入会する資
格がないのです。そのいそがしい人が、
道場にかようきもちで例会の出師こ励む
それがロー一夕リーの値打です寸

で私の話を了ります。

幹事報告

会報到着　東京RC、能代南RC、八戸RC
猪苗代RC、酒田RC、石巻RC、上ノ
山JRC、温海RC

例会変更
余目RC ll／13日（金〕pM6．00

余目公民館
11／20（金）～＝／21（土〕

PM12．10ゲストスピーカー

東京女子大教授伊藤善市先生　＼一ノ
山形北RC lU19（木）～11／18（水二）

PM12・30～当クラブの11月

24日（火）例会は公式訪問のた
め11月25日（水）に変更

温海RC　チャーターナイト出席のため
バス11／15AMH．30鶴岡商

工会議所前出発　PM4・00頃
万国屋出発

公式訪問日程
11／24　pM12tO2　鶴岡駅着

会長、幹事との懇談、クラブ協議会
11／25　クラブ例会へ出席
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊧5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

willit build goodwi11and

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

concerned？

阜隔りを取り除こうヽ

出席報告
本日の出席　会員数　　　63名

出席数　　　42名
出席率　66・67クゎ

欠　席　者　阿宗君、阿部（公）君、荒明君
長谷川（文）君、林君、池内君
五十嵐（三）君、五十嵐（一）君
海東君、金井君、加藤君、金
野君、崩岸君、三井（徹）君、
三浦君、佐藤（昇）君、笹原君
佐々木君、富樫君、薮田君、
谷口君

前回の出席　前回出席率　79．37％
修正出席数　　　54名
確定出席率　85．71％

メークアップ　林君一東京変室町RC

摩君一温海RC
阿宗君一新庄RC
海東君、嶺岸君、斎藤（信）君
鈴木（弥）君一鶴岡西RC

ヒジクー　前田一郎君一山形西RC
半田茂弥君一鶴岡西RC

スマイル　石黒慶之幼君
11月15日温海ロータリークラブの

チャータ【ナイトが盛会裡に挙行
され、重責を果たしたため。

会長報告

ガバナーの公式訪問について発表します。
11月24日のしらゆきで佐藤ガバナーがお出で

になり、直ぐに会長、幹事と1時間位の予定
で懇談があり、その後クラブ協議を行うこと
になります。クラブ協議会は午後4時から7
時までホテル山王間において挙行いたしま
す。各委員長は必ず出席ねがいます。都合に
ょり委員長が出席出来ないときは、委員会の
中から代理出席をねがいます。公式訪問につ
いてのクラブアッセンプリーに未だ出席され

たことのない会員の方々は、この機会に参加
されるよう望みます。
24日の例会は、ガバナ【公式訪問のために

行わず、翌25日に行われ、これにガバナーが
出席されます。そこでここのクラブの在り方
について、サジェスションがあればこれを承
るということになります。

それが了りますと、すぐ温海ロータリーク
ラブに行かれる予定になっております。

次にこの間恕さんの中華料理のスピーチの
ときお話のあった試食については、磨さんの
ご好意により、特別にコックさんをこちらに

差し向けられ、中華料理の何品かを添えてい
ただくことになりました。これは25日の例会
に行われるので、公式訪問と重り好都合に存
じます。摩さんに対し感謝いたします。
それから今日はロータリー財団週間の1日

にあたります。実はこのあいだ通知が届いて

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



いますが、当クラブは、ロータリ　ー財団の
600％クラブになりました。届いた600％バッ

ヂをお廻しします。
この地区のロータリー財団の寄附額を6月

30日現在でみますと600％が最高であります。
この当時はわがクラブでも500％で、第353地

区の500％クラブは4クラブで、秋田、能代
鶴岡、相馬となっております。400％クラブ
が1クラブ300％クラブが13クラブ、200％ク

ラブが27クラブ、100％クラブが30クラブと

なっており、当クラブは張先生等のお骨折り
をいただき、お蔭で600％に達したことをご

披露いたします。
15日行われた温海クラブのチャーターナイ

トには、当クラブから30余名のご出席をいた

だき、スポンサークラブとして一番多目相子と

なり面目をほどこしました。御礼申し上げま
すっ

温海クラブのチャーターナイトの報告とお礼

わ黒慶之助君

15日のチャーターナイトには240名の方々

が出席されました。スポンサークラブとして
は鶴岡から31名、鶴岡西から20名で51名の多

数の万々が出席なされました。おいそがしい
ところまげてご出麻をいただき、この席から
厚く御礼を申し上げます。
当初温海クラブでは仲々意慾が盛り上らず

儲葦葦童等奉賛…
あります。これをたしなめるには私としても
相当に苦労しました。私がうかっに無理を申
し上げますと、きらわれるところもあり仲々
その辺の調整がむずかしくありました。ご夫

1、人も万難を廃して23名のご出酷をいただきま
、＼したし・仲々エキサイトした面もありました
＼、が、万国星旅館の方で非常にお骨折りをいた

だき、まずまず盛大裡に出来ましたことを喜
んでおります。

これもスポンサークラブの会長はじめ皆様
のお力添の賜と感謝いたします。

ところで、今考えますと、いろいろと欠点
が見受けられ汁懐の至りであります。第一に
席次の問題で、スポンサークラブが一一番よい
ところに座り、遠来のクラブが中程になった
こと（このことについては後程早坂源四郎君
より、そういう慣例でまちがっていないとい

うアドバイスがありました）これは席次を印
刷に出す前に目を通さないでしまったために
このようになったので、遠来の参加者に大へ
ん失礼したとくやんでおります。

それから温海クラブのご夫人万のご紹介を
断乎として拒否されたことで、そのため会員
の紹介はいたしましたが、夫人方の紹介を略
すの巳なきにいたったことで、他クラブの参
加者から奇異の眼をもってみられたことなど
もあります。
斯様なことで、何かと不手際なことがあり

申訳ないと思っています。しかしながら僅か
半歳で温海クラブがあすこまで成長したとい
うことだけをお考えいただきますと、チャー
クーもまこ

特にスポ

とに有意義であったと思います。
ンサークラブの小池会長から賜っ

た祝辞に関し、私が大へんお褒めの言葉をい
ただき恐縮しております。

それから外部拡大委員会が今まで存続して
参りましたが、これを機会に拡大委員会の什　＼、げ‾／
務は終ったものと思いますので、各委員の方
々がノこ変ご邑一労をなきったことを、この席か

ら感謝いたします。
どうぞこれからも温海クラブの発展のため

皆様からご支援くださるようおねがいいたし
ます。まことに有難うございました。

「ロータリー財団週間に当って」

ローダリr財団委員良　小花盛雄君

今週はロータリー財団週間になっており、
世界中14．373のロー－クリークラブは、この一

週間を通じて、ロータリー財団について色々
な方面から検討して、財団の力強い発展のた換い発展のた

クリアンが力

理解と友
ります。

教育補助

めに寄与しようと68万の全ロー

を尽しているのであります。
それで毎年のことですので、古い会員の方

は耳にタコが出る位かもしれませんが、ここ
でもう一度復習していただき、また新しい会
員もおりますので、今日は精しく申しビザた
いと思います。

先ず財団の性格でありますが、これは世界　　√
中のロー一夕リ【クラブ、ロー一夕リアソその他

自発的に支援して下さった方々の信託財産で　し、ノ
あるということであります。
その目的とするところは、教育的、また慈

善的性質をもって、いろいろな計画を通じて
種々の民族の異った人々の間の国際理解と友
好関係を増進するのがその目的であ

その活動の重なるものは、財団の
金があります。その教育補助金と申しますの
は、ご承知のように大学院課程にある人の奨
学金、それから3年前に始りました大学に在
学中の学生に対する奨学金、それから学問的
訓練の補助金の3つでありますが、毎年すべ
ての地区が受けることが出来ます。この大学
院課程をも少し精しく申し上げますと
は一番始めにロークリ【財団の仕事と

．これ
して発



足したものであって、1947年からはじまりま
した。そのときは大学院の学生18名をもって
スタートしたのでありますが、昨年度までに

すでに2，700名の大学院の学生が、この奨学
金を受けております。これは自分の国以外の
大学に行って勉強する、かなり高度の資格を
もつ青年男女に与えられるものであって、そ
の年令は20才から28才までと厳密に定められ
ております。そして資格の一つに未婚である
こと、そして学士号をもっているか、あるい

はこれと同等以上の学力をもっている人とい

うことになっております。

給付を受ける鰍は、入学する大学までの旅
費全歓、それから一年間の生活費、研究中の
教育費一肌　これを全部財闇が出してくれま＼＼～　す。この奨学金のプログラムは、留学先の因

のロー一夕リアンと接触することを強く希望し

ております。帰ってきましたら、その地区内
で国際奉仕計画に基づいて、その派遣地区の
ロータリアンと協力することか要請されてお

ります。

それから大学在学中の学生の奨学金は、大
学院の方と殆んと同じでありますが、この方
は大学の2学年を終了した人、またはそれと
同等以上の資格のある人、つまり大学の3年
生から申請資格が生ずる訳であります。こち
らの方も年令に制限があり、18才から24才ま
での男女という事になっております。ト嗣こほ
一時女子学生への補助がストップになったこ

とがありましたが、これが改められて、男女
に与えられることになっております。

それから3番目に申し上げました奇問的訓
練ということでありますが、これは男女とも
に既婚未婚のlメ二別がなく21才から35才までに
なっております。この補助金は青年技1なら
びに青年技術者、こういう方々が一年以内、

他国に行って訓練を受けることが出来る制度
であります。そしてこれはやはり前と同様に

旅費と一年間の生活費と、その間に必要な教＼J　　育費等をすべて受けることが出来ます。これ

はすでに4年ほど経っておりますが、今まで
178国の補助金が与えられております。その

他に研究グルrプの交換というのがありま
す。これは年令は25才から35才までの青年実
業家または専間職業人のチームに対して与え
られます。来年の6月まではチームは6名と
いうことになっておりますけれども7月から

ほ5名に変更になります。そしてこの件を少
し精しく申し上げますと、安斎先生が地区の
この方の委員長をなさっており、先日温海の
チャーターナイトにお出でになられましたと

きに、石黒先生を通じて当クラブに紹介して
ほしいとのことでございましたが、この地区
でも是非研究グループの交換を実施したいの

で、その6人を秋田、山形、福島の3県で2

名宛、山形県では内陸から1名、鶴岡から1
名これに是非参加させたいので、今月中にこ
の該当者がおりましたらクラブにその希望を

申し出てもらいたいとのことでした。非常に
良い擁会と思いご検討いただけば幸いに思い
ます。

この研究グループのメンバーに入りますと
ロータリアンが一人別にリトダーとしてつい

て、その決められた地区を2ケ月間まわる訳
であります。更に各ロータリアンの家庭に入

り或は学校、或は種々の事業場或ほ役所等い
ろんな機関を訪問するのです。そしてこの間
に人と人との接触を通じて、その国について
出来るだけ多くのことを学んでくるのであり
ます。

第353地区で考えておる研究グループの交
換先は、米国のテキサス州で、話は大部煮つ
まっているのであります。
テキサス州の万からも6名の人がくるのです
が、お互の変換先での滞在中は食費、宿舎、
交通費等は受入側の方でサービスすることに
なっております。

この計画が実現するためには、地区全体の
ロークリ【クラブの3分の2のご賛成が必要

ということが決められております。
往復の旅費は全額財団から出ますし、非常

によい機会と思いますので、是非お近くの方
々に適任者があればご検討いただいて今月中
にクラブの万にお申し出でねがいます。

以上が今までありました財団のいろいろの
補助金の制度でありますが、その他にもう一
つ特別補助金という制度があります。これは
ロークリ【財団の目的にそった教育的、慈善

的価値のある計画に対して、補助金が特別に
交付される制度であります。これはロータリ
ークラブ或は地区が提唱し、経費の一部分を

負担し、そして国際理解増進に役立つもので
なければならないとされております。それか
ら財団の補助金を受けないルールがありま
す。

財団は1947年以来4，000人を超える青年男
女が1，000万弗以上の補助金によって一年間
の研究と親善使節としての役割を果たすため
に他国に派遣されました。今年は600人以上
の若人に175万弗の補助金が支給されます。

これらのロータリー財団の新計画の展開に

伴って、より大きい規模での財政援助が必要
でありますが、RIではこの強化のためにい

ろいろの示唆を与えております。即ち米国の
685地区では、例会に各ロータリアンが想像

以上のゲストを伴い、その食事代として2弗
づつを財団に寄付、叉米国のカナポリスRC
では小銭を集めて317弗を寄付しておりま



す。

また昔から百万弗食事と云ってライスカレー

程度の軽食を例会で摂って食費の差額を寄付
する方法もとられてきました。「ロータリー

財団の友」というのは、新会員1名10弗、他
の会員は、一人1弗の寄付を承諾したクラブ

に付せられるもので、美しい証明書が贈られ

ます。またクラブの％が200％に達した時に

も証書が送られ、その後100％を増す毎に、

これを証明するステッカーが送られます。叉

個人で一年間に1，000弗寄付した時は「ポー
ルハリスフェロー」を、最初に100弗以上寄

付して、その後、何年かかって総額1，000弗

寄付する人を「ポールハリス準フェロー」と

云い、1，000弗に達した時に「ポールノ、リス

フェロー」と認定されます。一年間に500弗

以上の中は「オノラリーフェロ・・一」、川口弗

以上500弗未満を亡くなった人の追悼記念に

寄付した個人は「メモリアル・コントリピュ
ーター」、一年間に川0弗寄付した人は「サ

ステ一二ングコントリピュウクー」と呼ばれ

ます。恰度今日奇しくも先程会長から発表が

ありましたが私達のクラブが600％に達しま

した。この％ほ当地区では最高で、大変名誉

なことですが、之は張会員の寄与するところ

が非常に大きいのであります。

財団の強化ということは、すべてのロータ

リアンの希うところでありますし、また他地

区に比べて当地区の財団強化への寄付は甚だ
遅れておりますので、今年の財団週間を記念
して会員相互の力によってもう一段階のレベ

′レアップすることを何とか御検討していただ

きたく、ここに改めて提案する次第でござい

ます。それで私もおくればせながら、私の担

当していた地区の世界社会奉仕の仕事が完遂
されたことを記念して只今200弗、そしてあ

とは毎年100弗づつ寄付をする「ポールハリ

ス準へロー」への申込書をクラブ会長を通じ

て財団に申入れいたしました。この準フェロ
ーは恰度一日に喫う煙草代位のものの積重ね

で出来る割に達成し易い制度でありますので

他の会員の方にもお話ししておりますが、今

年のロータリー財団週間がクラブ会員一人一

人のお力によって、財団強化に向って大きく

前進することが出来ますことを財団委員長と
して心からお願いして、私の話を終らせてい

ただきます。

）

幹事報告

会報到着

白鷹RC、鹿児島西RC、石巻東RC

例会場変更案内
東京浅草RC
新例会場　共和会館2階

台東区柳橋1－2－10
新事務所　同会館5階

正式加盟承認の挨拶

下関西RC

例会目時　水曜日12．30

例会場　ホテル　水産会館
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊨5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwill and

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficial to al】

concerned？

ヽ隔りを取り除こうや

出席報告

本日の出席　会員数　　　63名
出席者　　　44名
出席率　71・43％

欠　席　者　阿部（公）君、荒明君、早坂
〔源）君、平田（圭）君、五十嵐
（伊）君、五十嵐（一）君、海東君
加藤君、金野君、三浦君、岩
網君、佐藤（伊）君、佐藤（昇）
君、笹原君、佐々木君、辻君
富樫君、鷲田君、薮田君

前回の比価　前回出席率　66・67％
修正出席数　　　55名
確定出席率　87．30％

メークアップ　五十嵐（一一）君一束京築地RC

海東君一山形西RC
阿宗君【新庄RC
林君Ⅶ上の山RC
阿部（公）君、五十嵐（三）君、
三井（徹）君、富樫君、薮田君
一温海RC

金井君、嶺岸君、佐藤昇君、
谷口君一鶴岡西RC

ビジター　常谷義雄君

スマイル　手塚林治君

ホテルゆらが国観連ホテルとして
登録されたため。

会長報告

今度ガバナーの公式訪問があり、昨日協議

会を閑いたが、その時の内容とか、当クラブ
に対する示唆があると思うので、それをおき

きします。

今日の食事にあたり、磨会員のご好意によ
りチーフコンクがまいり、腕を振った中華料

理を召し上る機をつくっていただいたことを

感謝いたします。
料理の名前はよく読めませんが、次のよう

なもので、後刻磨会員から説明していただき

ます。

（なお磨会員から、什景春巻、八宝焼売、
八宝鶏丁、干焼明蝦などの今日の献立につい
て説明がありました）

佐藤民二郎ガバナーのスピーチ

私は地区ガバナーとして昨日は会長、幹事
の懇談会、その後の協議会にのぞみ、今日は

例会に出てスピーチをするようにとの指示を

受けてまいりました。

差向き職業分塀のことですが、今手にもっ

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



ている本は、円本ロータリー50年誌をつくら

れた神戸ロータリークラブの直木太一一郎氏が

お書きになったもので、7月の発行でありま

す。この中には日本のロータリーについて新

しい示唆もわかり易くまとめて書いてありま

す。
これをみると新しいことが［＝こつき、ロ【

タリーが今まで皆が考えていたものでないよ

うな感じをうけます。今職業分矧こついて読

み上げますと
「そのうち職業分類については国際ロータ

リーでは、職業分類概要が出され88の大分類
に大別し、その下に夫々に属する職業を、産

業については製造配布小売サービスの4段階
その他については夫々の分科に分けて小分頼

とし、あらゆる職業を網羅していた。
クラブはその地域内にある40以上の職業を

選び出し職業分炉表をつくって骨格とし、無

充頃の職業分類を充填することで肉付けし、

拳骨たくましいクラブをつくるのか目標であ
った。

ところがロータリーが、アジア、アフリカ

太平洋諸島に拡るとともに、これに適合しな
い職業が出てきた。米国では科学技術の進歩

と文化の向上によって、これまでになかった

職業が出てきて、職業分類概要は実状に合わ
なくなり廃棄された。また巨大なメトロポリ

スや、それに単一産業による都市、ベッドタ

ウン、教育都市などが出てきて、均衡のとれ

た会員構成のために10％以内に制限する枠で

あった大分叛も不適当となって廃された。
それに代って職業分輝指針が出されたが、

これは職業分類をつくる正しい方法を教える

だけのもので、均衡のとれた会員構成につい
ては全くクラブに委されることになった。た

だあらゆるところに共通支配のすすむ現状に
おいて、クラブに対する支配力を制限するた

め、独専禁止法と同じ趣旨で、同一支配系統
の関連職業に対しては尚この10％が維持され

ている。

ここの同一支配系統の関連職業の解釈をど

のように扱うかということを採り上げて論議

してもよいと思います。

いずれにしても職業分類は命余でなく、指

針であるところに注意しなければならぬので

す。それとともに正しい方法を教えるだけの
もので、均衡のとれた会員の構成については

全くクラブに委されている点に留意不さい。

それでクラブの考え方如何によっては、若干

今までのような窮屈な考え方でなくともよい

ということです。

今までの職業分額は、もう時代に合わなく
なっております。そういう点を考えれば、小

分額に余り拘泥する必要はないと思います。
次にロータリーの若い世代の会員諸君のた

めに、奉仕活動のことがわかり易く書いてあ

りますので朗読を続けます。

「ロ・－グリーは奉什クラブの一つと云われ

ておりますが、ライオンズのように、奉仕の

仕事をするものではない。奉仕をするローJr
リアンをつくる教育をするところであるj

l川ち奉仕するロ【クリアンをつくる教離ご　＼＼－／

するとこ／うで、クラブ自体が奉仕することか

あっても、それは本賀ではない。これはあく

までも個々の会員を教育するのがロータリー

の思想であります。

次にスピーチに入ることにします。

私がカ／ミナーノミニーになるについて、私

は従来余りロータリーに熱心ではなく、むし

ろ或程度の抵抗を感じ悩んできたものであり
ます。

大館ロータリークラブは、秋田県としてほ

秋Llに次ぐ2番目の歴史をもつクラブであり

ます。今度は秋田地域からガ／ミナーノミニr

が出ることになったのですが、大館からとい

うことで、初代の会長現に商二l二会議所の会頭
にあたり緑川正雄氏に白羽の矢が立ち、6ケ

月余りも説得を重ね、漸く承諾を得るまでに
こぎつけたのであります。このことは穴沢直

前ガバナーのガバナースレーダーにも発表さ

れております。

然るに同氏は7月なかば四因地方旅行中に
脳溢血で倒れたのです。

9月28日会津若松で開催の地区大会には、

ガバナーノミニーを正式に決定する必要があ

り、緑川氏の代りとして8月20日に私にその

話があったのであります。これは余りにも突

然でもあったし、ロータリーに対する私見も

あり、また医師としての職業上の問題もあり

期間中ガバナーとしてその任務を果し得るか

どうか懸念があったので、少からず悩んだの
であります。そして3、4日悩んだ後23巨1の

夜でしたが雷明の強い日に目を覚し（当時不

眠症の気味があり常にまくらもとに本をおい

ていた）何げなくそばの本をとったらロータ

リーの友でありました。その記事の中に、

＼ヽ－／



「何か新しいことをはじめるに当って、危

険をおかすことがいやだからといって、ため

らってほならない。失敗する勇気を持て」

というのがあって、これが私の心を強く刺

激しました。これだと思いました。即ち病気
をして2度と微起出来ないような病人を考え

るならば、旧来るとか、旧来ないとか、ある
いは営業がいそがしいなどということを考え

るべきではない。1′1分は元気だからやるべき

であるということが強く私の心を打ったので

あります。

それですぐ入学にいる息子に連絡して帰っ

てもらい納得を得ました。これが9月15日で
＼〕／　その後9月28日の会津若松の地区大会に出て

Jlミ規の指名を受けたのであります。

そういう訳で、即ち失敗する勇先があって

はじめて発展が生れてくるのでないかと思い

ます。

私は以上のような経過でガ／ミナーノミニー

の選考を受けて、粟国で5月19汁から約8日

間の教育を受けたのでありますが、そのとき

今のウオークRI会長が、我々ガバナー－ノミ
ニーに講義した中に次のようなことがありま

した。

即ち今から13年前に、リークプラスドクラ

ブに現役のノミニーが集って教育されたとき

のことで、その中に神経痛のため医師から、

寒い地方に旅行するなと注意を受けたガバナ
ーノミニーがおったとのことです。その方は

家庭の事情で、単身で米国に行ったのだそう
です。米国のリークプラスドクラブに出ます

と単身者は単身者同志で部屋を与えられ、夫

人同伴の方は夫婦で一部屋を与えられたそう
です。そういう訳で彼は他の単身者と同部屋

J　になったのですが、その単身者はブラジルの

方で英語がわからず、言葉は通ぜず相互の意
志が通じなかったそうです。しかもそのとき
の教育はリークプラスドという山中の高地で

4月のみぞれの時期に行われた上、宿舎から

会場までは4マイルも離れていたとのことで

す。

それで神経痛はいたむし、言葉は通ぜず、

非常に心もとなくなって思い悩んだとのこと

です。そして1日、2日と教育を受けている

うちに米国のバストガバナーと知り合いにな

り、その人と話しているうちに、次第にロー

タリーの知識を得て考え方が変ってきて、帰

る頃には、ガバナーとしてやってゆけるでな

いかという自信をつけていったそうです。そ

れにやらねはならぬという意志意慾も固まっ

たとのことです。そのガバナーはNo・13の席

にいたスェーデソのアーネットGフライトホ

リスという人で、その人はウォーク会長の次

にRIの会長になる方とのことです。

そういうえらくなる万も13年前にはそのよ

うな悩みをもっていたということを、自分達
の気拝がわかるように話してくれました。

それで私も気を強くして、やはりェラクな

る人も、それなりに悩みがあるものだという

ことをつくづくと感じました。

考えてみると人の心はうわべしかわからな
いが、それぞれ悩みを持ちながら、それなり
の奉仕活動をしているものだと考えると、今

の話をきいて、それなら自分みたいな田舎者

が出たら悩みを持つのは当然ではないかとい

う気特になって、その話をきかされてから、

特に軽い気持で、明るい気分になりました。

次に秋田の地区協議会で私が会長さん等に
会長増強のことについてふれましたが、その

後あとを追いかけるように、理事会の方から

更にまた会員をふやせといってまいりました

それに対して私は強く抵抗を感じるのであ

ります。しかしそれはウォーク会長の本心で

はないと思います。ウォーク会長は、ロ【タ

リーの数がふえたのだから、あとは改善ある
のみと明確に言っております。しかし理事会

の方としては会員がふえれば財政も豊になる

のでロータリーの発展に寄与するというので

増員運動を指示してきたものと思います。
今ここで申し上げたいことは、これは、国

際ロータリーは全世界のロータリークラブの

会長、幹事に向って書いたもので、決して個
々のロト∵タリーに言っているのではないこと

です。

ですからやるか否かほクラブの自主性にお

いて解決すべき問題だと思います。ところが

多くのロータリークラブは、RIから言われ

た、また地区ガバナーから言われたとなると

すぐそのようにやらなければならないという
ことを強く考えるようであります。

国際ロークリ【は日本だけに言っているの

ではないのです。各国をみると動いていない

ところが沢山あります。そういう人達を鞭揺

する目的として、そこだけに限らず、皆同じ

手紙を出しているのです。
即ち、ここだけに言っているのでないこと



を考えれば、自ら途も開けてくるでないかと
思います。

1人会員をふやせと言われたのが、再度ふ
やせと云われて矛盾を感じる憾ないではない
のですが、地域によっては人きなギャップが

あります。例えばポールハリスフェローの場

合日本には260名余居り米国に次いで多人数
です。日本の次は僅か7名しかいないので

す。西独では一人もおりません。このように
大きな差があるので、そういうことを考える
と神経をいらだたせてむきになる必要はない
と思います。勿論努力して頑張ることは至極
結構なことです。

また日本は僅かの土地で3万でも1．5万の
人口でもクラブを2つつくれとか3つつくれ
とかいわれ、ハイハイといって応えておりま

すが、シカゴのような大都市でロータリー発
祥の地ですら僅か1つのクラブしかないので

す。
米国では50万以上の人口の都市でロータリ

ークラブをつくってないところが14都市もあ

ります。何故つくらないかと云うとそれなり
の保守性があってつくらないようです。
そこで国際ロータリーでは人「150万以上で

クラブ1つしかなく、アディショナルクラブ

のないところは、強制的につくらせる提案が

ありました。これに対してシカゴの連中は、
自分達に対して暴力をもって屈服させるとい
うことで断乎として反発論斗しました。しか
しそのときは多数決でつくることが通過しま
したが、大会では否決になりました。
ここで大会開催のことを思い浮べましたが

今までは規程審議会をやる大会は全部米国で
やっているのです。ですから出席者も、米国
人が多く、米国の都合の悪い提案は否決され
てきました。このように規則を改正したりす
る会議は全部米国だけでやっているのであり
ます。今までは大会は決議機関であり、規程
審議会は単に規程を審議して意見をつけて大
会に具申するだけのものでありました。

ところが、大会は委任状をもって議決に参
加する訳でなく一般のロータリアンが集るだ
けですから内部構成上のアンバランスあるこ
とは当然であります。

規程審議会は、地区の代表が、クラブの数
だけの委任状をもって行きますので、組織の
発言という点からみると一番合理的なものと
言えます。そこでこれからは、すべての議案
は規程審議会で決めようということが決定に
なりました。規程審議会で決ったことをRI
の事務総長が、全クラブにそのことを書面で

通知し、賛否を採って、全クラブの10％以上
が不賛成のときには次の大会で投票権のある
人達が集って再審議するということになりま

した。（10％以下であれは、規程審議会が決
議として動力を発揮するのです）

次にRI理事会のメンバーを14名から17名
にするという提案もパスしました。これらも

新旧世代のロータリアンが長時間の論争を経
て決ったものです。しかし増員分をどこの地
域からふやすかという提案も出たのですが、
それは反対派の工作で上擬しないでしまいま
した。どこの地域にふやすかは、RI会長が
任命した特別委員会をつくって、これに決定
を委すことにたったのです。

その原案はアジア地域から1名ラテンアメ
リカから1名他に1名となっているとのこと
です。

アジアから1名ふえるので、日本は常任理

事国になり、あと1名がマニラかどこかで交＼＼－

香にもつようになりそうです。
さて我々はどこかの協議会に出る場合に、

クラブとして意見をまとめて行くとしても、

決論は控えるべきということであります。飽
までも相手の話をきいて、その上で決諭を出
すべきであって、はじめから結論を田すべき
でないと信じております。即ち相手の言い分
も充分にきいて、こちらの意見も述べ、論議
してすすめなければなりません。
次にウォーク会長は、環境公害、空気、河

川、海、等の公害、交通災害等沢山の公害ギ
ャップがあり、その他に青少年の問題、国と
国との問題、地域社会の問題などいろんな問
題に対して、会員皆が協力検討して頑張って
行かねばならないと言っておられます。

またアポロ8号が月世界に到達したのほ、
あすこまで発展した米国の地球守宙局の組織
の力であります。

凡人をして非凡な力を発揮せしむるものは
組織の力であるという言葉があるそうであり
ます。もっともと思います。

ロータリーは御承知のように148国15，000

クラブで70万人になんなんとする世界の偉大
なる組織であります。これから偉大なるP一　＼J
タリーの力を発揮するのは、国際ロータリー
の会長でもなく、地区ガバナーでもなく、ま
たクラブの会長、幹事でもない。我々一人一
人のロータリアンが、手をつなぎ合い、組織
を活して行くことが、立派な結実につながる
と思います。どうか残された年度を皆で手を
つないで協力下さるようおねがいします。

幹事報告
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊧5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

concerned？

も隔りを取り除こうも

出席報告

本日の出席　会員数　　　63名

出席数　　　49名

出席率　77．78％

欠　席　者　阿宗君、荒明君、張君、林君

橋浦君、平田（圭）君、五十嵐

（三）君、五十嵐（伊）君、加藤君

金野君、嶺岸君、中山君、薮

田君、三浦君

前回の出席　前回出席率　71．43％

修正出席率　　　50名

確定出席率　79．39％

メークアップ　五十嵐（伊）君柵酒田RC

阿部（公）君、早坂（源）君、海

東君、鷲田君一鶴岡西RC

薮田君一温海RC

ゲスト

鶴岡郵便局長　樋口清一氏

会員誕生

石井貞貴君、加藤嘉八郎君、鈴木弥一郎君

佐々木敏全君、津田晋介君、鷲田克己若

奥様誕生

長谷川美恵子様、五十嵐政子様

上林あい子様、鷲田清子様

皆出席

3年間皆出席　中山一三君

1年間皆出席　磨　　萬江君

11月100％出席　45名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（裏）君、安藤君

張君、長谷川（悦）君、早坂（源）君、早坂

（徳）君、林君、飯自君、石井君、石黒君、

五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、五十嵐（八）君

伊藤君、海東君、粕川君、上林君、黒谷君

小花君、小池君、今間君、嶺岸君、三井

（徹）君、三井（賢）君、三井（健）君、中山君

小野寺君、大川君、摩君、斎藤（栄）君、斎

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
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藤（得）君、斎藤（信）君、佐藤（忠）君、鈴木

（善）君、新穂君、鈴木（弥）君、篠原君、谷

口君、高橋君、手塚林治君、上野君、鷲田君

薮田君

会長報告

過日佐藤民二郎地区ガバナーの公式訪問が

なされ、当クラブにお出でになりました。そ

れに係るお礼状が参りましたので読み上げま

す。

1970．日．30

鶴岡ロータリークラブ会長

小　池　繁　治　殿

謹啓　過日公式訪問の節は公私共御多忙の

処、種々御高配に預り誠に有難く厚く御礼

申し上げます。本年度RI会長ウォーク氏

のメッセージを強く受けとめてのクラブ活一

動計酌承。衷心より感謝申し上げますシノ

尚、鶴岡高専のインターアクトの援助、ロ

ータリー財団寄付700％日榛等喜びに堪え

ません。ローターアクトの設立についても

御成功を、お祈りいたします。

終りに貴クラブの益々御発展と会員の皆々

様の御健康をお祈り申し上げます。

先づは以上取敢えず御礼まで　　敬具

T．Sato

次に、未知の方でパウル・クテクという西

ホノルル・ロータリークラブの方からバーナ

ーが贈られてきました。

書面によりますと、リクエステッド、バイ

・ミスター、パウル・クラタと記してありま

すので、パウル・クラタ氏の依板によって贈

られたのです。パウル・タラタ氏をご存じの

方はお報せねがいます。

今日のロータリーニュースをみますと、1

月に新会員を入会させるように委員会に要請

するようにとのことであります。よって1月

に新会員を幾名かをお迎えしたいと思うので

会員推選委員会の万、それ以外の方でも適格

者の心当りのある方は、用紙がありますので

これに書き込み、幹事までご提出をおねがい

いたします。

報　　告　　　佐藤　昇君

泉町に敬老センターが出来ています。そこ

に暖房設備がないので、小花先生のお話もあ

り、社会奉仕委員会として、石油ストーブを

2組過日寄付いたしました。これに対し院長

さんからお礼の絵皿が届いております。

これはクリスマスのときに、子供さんへの

プレゼントの袋に入れてお上げしたいと思い

ますのでご了承ねがいます。

ゲスト　　鶴岡郵便局長　樋口清一氏

年賀郵便と一般郵便業務の近況に
ついて

標題にまとをしぼってお話し申し上げま

す。

年賀葉書の場合、今年は鶴岡郵便局として

は、引受の見込数1，128，500通に達する見込

であります。配達の見込数は1，020，800通で

あります。前期は、引受数1，119，473通で配

達数は1，020，722通でした。

この年賀郵便の処理については、主として

高校生のアルバイトが郵便の区分け、配達に

あたっております。

昨年の雇傭者のうち、内勤関係は女子高校

生を充てており、62名を採用しました。今年

は70名を予定しております。外勤関係ま男子

高校生で69名雇傭しました。今年は75名を予

定しております。この非常勤を垂として、更

に本務者の職員の超過勤務時間を折り込んで

処理することにしております。

なお、年賀郵便については毎年12月15日か

ら、特別引受けをいたしまして、28日までの

ー′／



期間になっております。どうぞこの期間早め

に差出しをおねがいいたします。

昨年の年賀郵便の配達は五月雨という悪評

をいただいた次第で、苦情や意見を承りまし

た。今年はそのような轍を踏まないよう種々

対策を講じております。

以上が年賀郵便についての説明でありま

す。

次に一般郵便の近況でありますが、45年の

10月の1日当り部数調査の結果、鶴岡郵便局

＼Jノ　としての引受数は13，134適で、これは大体各

月の平均にあたります。配達数は12，766通で

これを市内の配達として14区に分け、また市

外の配達を4区に分けて配達しております。

43年の10月の引受数が12，269通で、配達数が

12，195通、なお44年の10月の引受数は13，222

通で、配達数が12，089通で、43年から、現在

まで本局の場合の引受の伸びは塵でありま

す。また配達の方もさほどの伸びはありませ

ん。伸びはないが現在の家族制度から影響さ

れまして、若夫婦が独立して家を建てており

そうした関係で、配達をする箇所が若干ふえ

ております。これに対して当局としてほ、ど

ういう措置を行っているかと申しますと、今

年の6月1日から市内の配達員（昨年までは

13人で配達していたのです）を1名増員して

おり、完全とは言えませんが最近は、細々と

でも申しましょうか集配を行っているのであ

ります。

たまたま6月頃参議院議員の白井先生とお

会いしたとき、次のようなお話し合いをいた

しました。

「一体鶴岡から出された荘内日報などが、

東京の白井先生のお宅に配達される際、5日

分も、6日分も纏めて配達されるが、鶴岡郵

便局では4、5日貯めて東京方面に送るので

はないかという質問を受けました。これに対

し鶴岡郵便局では、決して4、5日分は勿論

2日分といえども貯めて還ってほいない実状

を申し上げました。即ち当日引受けた郵便物

はその日のうちに送っていること。従って、

到着した郵便局の中で、いろいろの事情から

4、5日分貯めて配達されるのでないかと申

し上げました」

郵便物について以上のような状態がどうい

う時点で表われるかと申しますと、遅配の原

田は、その郵便の部数と定員のバランスが欠

けたときが最大の起因でないかと思います。

前にも申し上げました通り、鶴岡郵便局で

は毎日12，700通の郵便物を配達しておりま

す。これが市内特別郵便とか、或は税務署市

役所等において一時に4，000通とか5，000通な

どと多量の郵便物が差出されますと、これの

消化については相当の日数がかかる訳であり

ます。そういう事情が陸路の一つと言えま

す。

次に労仲組合の斗争の影響によって遅れる

原因となります。これも本日から全逓の労他

組合が年末斗争を開始したのであります。郵

政大臣は全逓の組合に対し警告を発しており

ます。違法な争議行為については厳正な処置

をもってのぞむということで、私からも当支

部長に対して、本日警告を発する予定であり

ます。

次が職員の勤労意慾について問題として採

り挙げられます。

更に施設の狭院による能率低下が問題で

す。

それから突然発生する不測の事故に困るも

のが挙げられます。所謂交通事故、急病など

がこれにあたります。

また、天候不順、即ち台風洪水などがこれ

に当てはまります。

以上が遅配の原因として挙げられます。

これに対し当局としての対策は、郵便物が

臨時的な蓄え万をした場合に、職員と時間外

労仲協約が締結されているときは、時間外労

例を職員に命じて処置するとともに、非常勤



職員を採用して、これに充てる方法を講じて

おります。参考までに申し上げますと、昨年

は延人員として年間2，764名の非常勤職員を

臨時物増に当てております。44年は2，218名

43年は2，201名の非常勤職員を採用して一日

当り外勤の場合は970円支給しております。

労伐組合の斗争に際し、違法な行為に対し

ては厳正な処置をとって良識ある職員の養成

に努力を注いでおります。そして極力斗争の

影響による郵便物遅配防止につとめておりま

す。

職員の勤労意慾の問題は、郵便集配外勤者

は一生郵便配達夫でおあるという悲しいこと

があっていいのかという点を捕え、郵政省で

は、郵便集配外勤員の処遇として、優秀な外

勤員の中から試験制、或は選抜方法などによ

り、管理者等に抜擢昇任をしております。そ

れから俸給面では内勤者とちがい、約3，000円

程高い給与で採用しております。それから年

間1回管内出張いわゆる東北地方の出張と、

東北以外の出張、更に外国の出張というよう

に優秀な外勤員に対して処遇しております。

こういったことで勤労意慾の向上につとめて

おります。

施設の狭隆に困るものについては、予算上

伸々思うようには参りませんが、予算を獲

得し施設の改善をはかるよう努力しておりま

す。

（以上の卓話が終ってから若干の時間、質疑

応答がなされた）

幹事報告

会報到着

石巻RC、石巻東RC、会津坂下RC

チャーターナイト案内

熊本江南RC　2月21日（目）

於　熊本市市民会館

第365区年次大会の案内

ホスト　福井北RC

3月27日（土）3月28日（日）

クリスマス家族会実行委員会

12月1日　PM6．00～　於山王閣
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊧5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficialtoal］

concerned？

や隔りを取り除こうや

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　63名

出　席　数　　　41名

出　席　率　63．49％

欠　席　者　阿部（裏）君、長谷川（文）君、

長谷川（悦）君、梅酒君、五十

嵐（伊）君、海東君、粕川君、

加藤君、黒谷君、金野君、嶺

岸君、三浦（健）君、岩網君、

中山君、磨君、斎藤（栄）君、

佐藤（昇）君、新穂君、笹原君

篠原君、富樫君、薮田君

前回の出席　前回出席率　77．78％

修正出席数　　　54名

確定出席率　85・71クゎ

メークアップ　五十嵐（伊）君一酒田東RC

阿宗君一新庄RC

薮田君一温海RC

五十嵐（三）君、

嶺岸君一鶴岡西RC

ビジター

土田高之壷君一村上RC

五十嵐卓三君、帯谷義雄君、佐藤拡君、

五十嵐正雄君一鶴岡西RC

会長報告

台湾の台南RCからクリスマスカードが届

いているので回覧いたします。

去る5日に幹事とともに会員加藤嘉八郎氏

の病気見舞に加藤氏宅を訪ねました。退院さ

れたとの噂をきき訪ねたのですが未だ退院さ

れませんでした。息子さんの詣lこよれば、病

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



気が回復期に向い12月中乃至1月中には退院

帰宅される予定とのことでした。

次に荒明勝氏が日月20日藍綬褒章を受賞さ

れたとのことでお芽出度うございます。

クラブ奉仕委員会の報告　　佐藤　忠君

去る1日にクリスマス家族会の打合せを行

いました。SAA、親睦委員会、プログラム

委員長、会計担当等が参会し、本年度実施の

クリスマスについて検討しました。特に変っ

た趣向は出なかったが、成るべく新しい味を

入れて行きたいと考えております。担当の係

として総務の方は主として親睦委員会から担

当していただく、会場の方はSAAとSAA

の望む方2～3名補充していただき担当して

いただくという風になりました。しかし皆が

分担して準備するということにならないと運

営がうまく行かず、皆が楽しくパーテ一に参

加していただきたいとのことから、こういっ

た方法をとることにしました。

小野寺会員からはプログラムの担当をねが

います。予算は前年度と同様です。

会員2，000円、家族1，200円、子供1，000円

です。総予算を196，000円とし装飾、印刷そ

の他全般まかなって行きたいと思います。

例年通り福引の景品の寄贈をねがいます。

15日頃まで会議所にお届けねがいます。余興

としては、プログラムにのせる都合もあり希

望の方は次回例会までにお申込ねがいます。

世界社会奉仕の報告　　小花盛雄君

（その内容については、別刷にして配布し

ますので、それを参照ねがいます）

三島由起夫に係るスピーチ　　池内方平君

去年11月12日に私は開腹手術を受けまし

た。今年の11月25日に、三島由起夫氏は割腹

自決し、日本のみならず世界中に大きなショ

ックを与えました。同じ腹切りでも社会的に

は大変な違いです。

三島氏の自決と行動に対する批判はまちま

ちで、新聞週刊誌等に出ているので、ここで

とやかく云うことは出来ませんが、私は1年　、、＿′

程前からロータリーと菓隠れ精神との共通点

についてスピーチをしたいと思って、小池さ

んに頼んで三島由起夫氏著「葉隠入門」を入

手し準備をして居りましたが、チャンスがな

く今日に及んできました。ところが、三島氏

の自決が行われましたので、それに関連して

お話ししたいと思います。時間の関係で今日

は、葉隠と三島由起夫の問題にふれてみたい

と思います。

三島氏が11月25日に自決いたしましたが、

あの口を選んだということはどういう訳かと

いうと、恰度その日は吉田松陰が小塚原で断

罪を受けた命日にあたります。御承知の通り

吉田松陰は亡くなるときに辞世をのこしてお

ります。

も身はたとえ、武蔵野の野に朽ちぬとも、

とどめおかまじ大和魂もです。三島氏の場合

も自決に際し辞世二句を残し、その一句が

モ益荒男が　たはさむ太刀の　韓鳴りに

幾とせ耐へて　今日の初霜モ

これは吉田松陰の辞世にやや似たところが

みとられます。三島氏は、予てから文士とし

てほ死にたくない。武士として死にたいとい

＼＿／



うことを言葉中に云ってたということが報道

されております。彼はノーベル賞の候補者で

もあったように、現代文学における鬼才とし

て高く評価されております。私も三島氏の著

書は一つも読んだことはありません。今度こ

の間題が発生しまして、いろいろみてみます

と、（彼には200冊位の著書があるという）

その中で我々が、今度の三島氏の決意に対し

て考えられることは、も憂国寺という著書が

あってこれは映跡こも出たと思いますが、

≒宴のあとモという著書があります。「憂

国」などといいますのは二・二六事件、或は

五・一五事件にヒントを得て書いたものと思

いますが、常に彼は憂国の志に燃えていたと

いう風に思われます。25日に東部方面総監部

に行き、総監室で自決するときに、激文を読

んでいることは新聞に書いている通りであり

ます。その中にも、彼は数年前から現在の状

態を憤慨しているのであります。それで何と

かして日本の憲法改正、天皇護持という線に

おいて、自衛隊が起って、クーデークーをや

ってでも憲法改正と天皇護持を日本に再建す

＼）　　べきであるということが彼の思想のようにき

いております。それは現代では不適当であ

り、おそらく誰も考えておらない時代に、そ

ういうことを彼は常に、あらゆる会合の場

合、言葉の端々に出していたといわれており

ます。私は以前に読んだ葉隠入門の中にも、

こういうことが書いてあります。菓囁入門の

本を書くについて著書の言い分ですが「種々

仕事が山積しているのに、光文社の依頼を受

けてこの本を引受けてしまった理由というの

ほ、誠に単純である。即ち私がこの本の著作

を断われば、他の人がこの本を普くであろ

う。私は自分の葉隠を誰にも渡したくなかっ

たのである。勿論葉隠は大勢の人に読まれて

きた。しかし戦後葉隠が否定されていた時代

に、一生懸命これを読み続けて、鼓舞されて

きた男は私の外には多くはあるまいと、大高

慢の私であるからである」と云っておりま

す。「1960年時代に至って葉隠は実に無気味

なほど現代的な本になってきた。こんなモダ

ンな本はあるまいと思うほど、私の解説はこ

の現代性に留意して、出来るだけわかり易く

書いたつもりである。」

以上の中の大高慢というか大うのばれとい

うことを葉隠の中では強く要望しておりま

す。大事をなすにはこの高慢でなければなら

ないということが葉隠の中に書いてありま

す。これを彼がここで表現していると思いま

す。

それとともに石原慎太郎氏が、三島由起夫

氏と親しかったということで、この本を書い

たときに石原慎太郎氏が、三島氏のことを書

いているので読みますと、

「この自堕落な時代に、多くの男達は、・自ら

武装することもなく、安逸に己の人世を消耗

する。自堕落と安逸のうちに男の衿符と尊厳

を打ち捨て、士として失格しながらかえりみ

ることがなく、だがここに一人の男がある。

明噺な逆説と皮肉で己れを核とした意識の域

をきずき、いつも白匁ないだいて、美の臥所

に寝ている士がいる。この知的でかつ痴的な

乱世に、或ときは金色をまぶした七色の甲肖



に身を固め、またあるときは全く裸身で、変

化の妖しい士がいる。」と、その彼が、いつ

も手放さずにいる侭刀が「葉隠」でありま

す。

この葉隠の入門の中にも三島氏が戦後20年

来常に自分の座右に葉隠の本をおいて、常に

自分を励ましておったというように見受けら

れます。彼は文武両道ということを強く言っ

ております。

自分は、文学者として沢山の本をあらわし

たけれども、最終は武士道に活きるというこ

とで、30才にして自分の身体の改造につくし

ております。ボデービルや或はボクツソグを

やる。また剣道をやる空手をやるという形で

15年間身体を鍛え上げて素暗しい体力を養成

しております。それで最後には文武両道の彼

の信念からして、もう既に文学的作品は「豊

能の海」の完結で終止符を打ち、これがおわ

れは自分は武士としての最後のきまりを付け

ると言うことを数年前から言葉に出し死を覚

悟していたように新開などにも書かれており

ます。

彼の45才の人生がどういう考え、どういう意

味でこんどの11月25日の自決ということにな

ったかということについては、これから各方

面から沢山の解説なり、それに対する意見が

出ると思います。このことについては後日ま

とめましたときに皆さんの御批判をいただき

たいと思いますし、また私も考えてみたいと

思います。

今日は葉隠について皆様に解説したいと思

っていましたが、今日は時間の関係で少し話

題を変えて、葉隠と三島由起夫という問題に

ついて申し上げて皆さんの参考に供した次第

です。

幹事報告

会報到着

東京RC、石巻東RC

例会変更案内

鶴岡西RC

12月25日（金）→12月2日］（月）

登　録　PM4．3D～5・00

登録料　￥2，000

山形RC

12月23日　PM5・00　丸久5階

山形西RC

12月21日　PM6・00　大沼6階

山形北RC

12月24日　PM5・30　産業会館6階

以上クリスマス家族会のため

東京RC12月30日→12月28日　PM12・30

帝国ホテル3階

その他

神戸ロータリークラブ発行ロータリー読

本50部発注したこと。
＼→一一←
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊥5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwill and

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficialto al】

concerned？

も隔りを取り除こうも

出席報告

本日の出席

欠　席　者　阿宗君、長谷川（文）君、橋浦君

平田（壬）君、石黒君、五十嵐

（一）君、粕川君、金井君、加

藤君、栗谷君、金野君、嶺岸君

岩網君、中山君、篠原君、佐
々木君、辻君、薮田君

前回の出席　前回出席率　63．49％

修正出席数　　　51名

確定出席率　80・95％

メークアップ　長谷川（悦）君∬新庄RC

阿部（案）君、五十嵐（伊）君、

海東君、黒谷君、嶺岸君、中

山君、磨君、新穂君、富樫君
一鶴岡西RC

ヒジクー

原田行雄君、半田茂弥君、桜井瑞男君
一鶴岡西RC

会長報告

世界社会奉仕に係ることで、東パキスク∵／

の津波被害者に対する義援金の支出をつぎの

ようにいたしますのでご了承ねがいます。

即ち353地区では、ペルー地震に引続き、

パキスタン津波に関しても、会員1名当り1

ドル以上募金するように決議され、その〆切

が12月31日となりました。当クラブでは、会

員人数に相当する義援金をスマイルボックス

より支出することにいたしました。

次に、当クラブがスポンサーになっている

ロータリーフェローの石黒敏明君から、手紙

が届いておりますので、お読みいたします。

12月6日

小池会長殿

長い間手紙を書くことが出来なくてすみま

′　
）

会
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せんでした。私は鶴岡ロータリーを通じて国

際ロータリーから奨学金をいただいて、アメ

リカ、オハイオ州のハイテルベルフ大学で学

んでいる石黒敏明と申します。

初めの手紙は小花盛雄先生にだしたのです

が、お読みになることができたでしょうか。

私は9月3日からハイデルへルフ大学で、

英語を先攻しています。日本では仙台の東北

学院に行っていましたが、こちらと日本の大

学とではいろんな点で違いますので、慣れる

に時間がかかりました。

例えば、こちらでは毎日各科目の宿題があ

ります。30ページくやらい教科書を読むことに

なっているのですが、すべて英語ですので、

なかなか読みこなせなかったのです。それか

ら1ケ月に1回テストがあり、その他に小テ

ストみたいなのがたびたびありました。第1

回目のテストがF（落第点）でしたので、こ

の先どうなるかと心配しましたが、2回目は

C、3回目はBとだんだん上っているので、

ほっとしているところです。前期の中間試験

は、すべての科目合格でした。今月は期末試

験が14日から19日にかけてあります。今その

準備で、毎日忙しく過しています。

大学での勉強に関しては以上ですが、その

他にウインド・シンフォニー（バンド）に参

加しています。これは日本のクラブ活動にあ

たると思います。遇3回集って音楽を楽しん

でいます。

私は中学（余目中学校）でブラスバンドに

入っていましたので、少しクラリネットを吹

くことが出来たので、こちらでもクラリネッ

トをやっております。でも、こちらは大学の

バンドですので、皆さんが7～10年間ぐらい

各楽器を吹いているので、なかなかついてい

くのがたいへんです。音楽を通じて、こちら

の皆さんとなかよくクラブ活動をやっていけ

ることは、たいへん良いことだと思います。

9月、10月は、こちらの大学に慣れるのが

第一でしたので、いろいろな場所で日本につ

いて話す機会が与えられませんでした。11月

に入ってからは、2回近くのロータリーから

招待され、日本について話すことができまし

た。もう1回は、近くの教会で話す機会を与

えられたことです。初めのロ【クリークラブ

は、ここから車で30分ぐらい離れたベルグェ

ーという所でした。30分くらい、日本の家族

教育制度、公害などについて話しました。第

2回目は率で1時間半ぐらいの所にある、ギ

ャリアソロータリークラブでした。こちらは

バス・汽車の硬が悪いのでいつも皐で適わな

いと、どこえも行けない状態です。

あいにく私は串の運転ができないので、各

ロータリークラブのロータリアンが、わざわ

ざ迎えにきてくれました。もちろん帰りも送

っていただきました。

どこでも日本について皆さんが興味をいだ

いているようでしたので、話すことがとても

スムーズにいきました。話のあとには2～3

の質問もあり、皆さんの興味があることがわ

かりました。各ロークリ【クラブで日本から

のバーナーを交換しました。日本に帰ったと

きに日本の皆さんにプレゼントしたいと思い

ます。

最後に、鶴岡ロータリーの発展をお祈りし

ています。

石　黒　敏　明

続いて過般会員上林一郎君がお世話になっ

た飛騨の高山ロータリークラブの宇野英太郎

氏から、過般バナー会報を贈った礼状が届い

ているのでお読みいたします。
‾rqヽ

拝啓

貴クラブ益々御隆昌御活躍に日々御多端の

御車と拝察致しております。早速御礼申し上

ぐ可きの所、筆不精と雑用になまけて心にも

ない失礼を重ねましたことを誠に申訳なく何

卒御寛容の程お願い申し上げます。

＼＿′



）

その節はバナーをお贈り下され、又貴クラ

ブの会報、特に山都高山の御紹介、思い出ば

なし等、心暖かな、しかも内容充実立派なも

のをいただき、会員一同感銘致した次第であ

ります。

雨にたたられた高山の秋祭の縁と申しまし

ょうか会員上林さんに、あばら家に御一泊を

願ったことにより、遠隔未知の御地の事、鶴

岡RC御発展の現況等極めて身近かに又旧知

の如く感ぜられる様になりました。此頃も、

ふるさとの歌まつりのテレビの前に家族一同

集って、繰りひろげられる伝統、古い郷土芸

能を飽かずに眺めさせて頂きました。

短時間ではありましたが、上林さんに初め

てお会いして、異のロータリアンであること

をしみじみと感じさせられました。60余名の

大RCで皆様上林さんの様に純な素朴なお人

柄の方ばかりの様に思われます。

高山RCは創立15年にして会員漸く50名、

平均年令も綿々若返って57才となりました。

我々老人がいつまでも生きているためかも知

せまんが、我々の時代と違って中堅の会員が

非常に熱心にクラブの運営を

しています。此頃高山が観光都市として宣

伝され、余りに有名になり過ぎて、受入体制

が之に伴わない現状であります。何の風情も

ない街ではありますが、会員の皆様近県へ御

出張の節は是非お立寄り下さいます様御鳳声

の程お願い申し上げます。

乍末筆貴クラブの御繁栄と会員各位の御健

祥御活躍を迄にお祈りして御挨拶と致しま

す。　　　　　　　　　　　　草々敬具

11月29日雪の夜

小池繁治様
宇野英太郎

次に353区世界社会奉仕委員長として張紹

淵先生からクリスマスと新年の挨拶状が郵送

されましたのでお読みします。

トMERRY CHRISTMAS AND A

HAPPY NEW YEAR／モ

皆様毎日の御奉仕御苦労様で御座います。
bBRIDGE THEGAPS勺を致しましょう。

最近の世界社会奉仕のニュースを御報告致

します。

R．Ⅰの世界社会奉仕委員長から、日本

R．Ⅰ世界社会奉仕副委員長、斉木亀次郎先生

宛に次の要請が徹底するようにありました。

1．も世界社会奉仕の日ミ設定を致しまし

た。

各クラブは明年3月28日から4月3日迄の

間のそれぞれの例会日を、その日とし全プロ

グラムを世界社会奉仕に関するプログラムと

し、本奉仕について全員挙って検討の上、本

年度の奉仕計画を決定するよう要請してきま

した。よろしくおねがい致します。

2．353地区の世界社会奉仕では、ただ今の

ところベトナムより少女を迎え

（1）平、東ロータリークラブ3名（松村病

院の松村享会長宅）看護婦として養成し

て帰還させるよう奉仕しています。御苦

労様でございます。

（2）原田ロータリークラブも1名（高野岩

夫会長宅）同じくベトナムより来て看護

婦を養成してやる御奉仕、御苦労様でご

ざいます。

（3）韓国の看護婦2名、来日の予定であり

ましたが、個人的都合で来日不能となり

ました由、庶務会計などの後始末、須賀

川ロータリークラブ、味戸道雄君など御

若様でございます。

（4）インドのTHEVOLUNTARY

HEALTH SERVICE MADRASに顕微

鏡一式を贈って目的を達しました。小花

盛雄委員長始め関係者など御苦労様で御

座います。

（5）白河ロータリークラブから難聴児童数



育指導教員のよりよき指導研究を要請す

る件は、先日R．Ⅰ世界社会奉仕計画に

報告手配済みです。斉木副委員長さんも

力を入れて下さるとのことであり、あり

がとうございます。

3．東パキスタ∵／の風水害援助の件

去る12月3日秋田グランドホテルで地区委

員会を催し、次のように決定しました。各会

員1ドル以上見舞金出資のこと、でした。早

速地区幹事宛に。

〒017秋田県大館市栄町神林外科医院

神林正樹　先生

にお送り下さい。地区資金未納のところでは

忘れないで、共に郵送したら以上のことを誠

にすみませんが、小生に代って例会に御報告

下さいませ。全会員の徹底周知をおねがいい

たします。

国際ロータリー353区

世界社会奉仕委員長

張　　　　紹　　淵

〒997鶴岡市日吉町9－68

電話的2435㈹

クラブ奉仕委鼻会より要請　　佐藤忠君

当クラブのクリスマス行事を12月20日夕方

から挙行するについて

（1）会員とご家族の余興をおねがいしたい

と思いますので、会をにぎやかにするた

めにも多数の方の参加をおねがいいたし

ます。参加者は事務局に申越しねがいま

す。

（2）袋入れしてプレゼントする土産袋の中

に容れる物品を、なるべく多数の会員か

ら拠出ねがいます。

（3）出欠未回答の方は、例会終了後までに

事務局に提出ねがいます。

ロータリークラブと葉隠について

池内方平君

池内方乎君よりロークリークラブと葉隠に

ついて感銘深い阜話をなされました。

幹事報告

会報到着
八戸RC、八戸東RC、酒田RC、

猪苗代RC

例会変更と忘年会等の案内
村上RC　12月31日～12月29日

余目RC　12月25日　PMl～忘年会
㊥2，000円12月20日〆切

鶴岡西RC12月21日　PM5～山王閤

◎2，000円12月18日〆切

酒田RC　12月30日→12月26日

PM6　清水屋食堂

酒田東RC
PM6

象潟RC

遊佐RC
農協支所

新庄RC
新庄市内

12月31日→12月21日

小袖星食堂
12月16日　RM5　忘年会

12月22日　PM4

（91，500円

12月18日　PM6

「べんけい」

天童RC　12月26日→12月23日

PM5．30　天童温泉　滝の湯ホテル

宮内RC
12月23日→12月18日

PM4・30　熊野講堂
12月30日→12月23日

PMl．30　山銀支店

1月6日以降の例会場
料亭芳武に変更

山形北RC12月31日→12月29日
PM12．30　産業会館

最上RC
12月23日　PM　赤倉温泉　阿部旅館
12月9日～3月31日

例会場新庄市役所前二葉食堂
上ノ山RC12月15日　PM4・30

当クラブ次会例会
12月22日（火）→12月20日（日）

12月22日は休会

神戸RC発行モロータリー読本モ

＠250円にて頒布
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1970．12．20（日）

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊥5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficialtoal】

concerned？

キ隔りを取り除こうや

出席報告

本日の出席　会　員　数　　63名
出　席　数　　47名
出　席　率　74・60％

欠　席　者　荒明君、安藤君、長谷川（文）君
橋浦君、平田（圭）君、石井君
五十嵐（三）君、五十嵐（一）君
加藤君、金野君、嶺岸君、芸
網君、斎藤（栄）君、斎藤（信）君
篠原君、辻君

前回の出席　前回出席率　71．43％
修正出席数　　　52名
確定出席率　82・54％

メークアップ　阿宗君一新庄RC

薮田君一高畠RC
長谷川（文）君、石黒君、金井君
嶺岸君、中山君一鶴岡西RC

ビジター

五十嵐正雄君、阿部正男君一鶴岡西RC
五十嵐甲之助君、石黒五郎君、模喜一郎君
阿部尚文君、斎藤五郎八君、菅原鉄之助君
五十嵐重男君、三浦徳一君、斎藤順君、鶴
見剛君、藤谷隆君、今野義介君、斎藤良兼君
佐藤五着工門君、佐藤昭吉君、涯部晃雄君

ゲスト

白井重暦氏（鶴岡市長）
村山膏郎氏（例会場ひさどや主人）
デック・モーア君（早稲田大学交換学生）

銀婚式の年限に遷した次の会員夫妻に対し祝
晶贈呈

富樫良書君御夫妻
早坂徳治君御夫妻
長谷川悦郎君御夫妻
伊藤貞次君御夫妻

1970年度のわが鶴岡ロータリークラブのク

リスマス家族会は、5時20分例会をかねて会

員佐藤忠君の経営する新装なったホテル山王
闇の3階ホールにおいて盛大裡に催されまし
た。

鶴岡西ロータリークラブ発足以来、昨年ま
でほ、当クラブと合同で催されてきましたが

本年は趣向を換えて当クラブ単独で挙行され
たのであります。

しかし、その翌夜会場の装飾をその儀とし

鶴岡西ロータリークラブのクリスマス家族会

が催されたので両クラブの絆は従来と何等変
るところがないと云えます。

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
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ま
し
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さて、わが鶴岡ロータリークラブのクリス
マス家族会には、わがクラブがスポンサーと

なり、石黒慶之助先生が特別代表として、心
血を注いで育成にあたられた温海ロータリー
クラブの会員16名の方々とその御家族数名が

家　族　会

例会終了ののち消灯し、10のテーブルに備

えられたろうそくに点火し、会員家族全員が

「聖しこの夜」を斉唱しました。

参加され、家族会をより盛大にするに役立ち
ました。

例　　会

会長挨拶

今回の家族会はSAA、親睦委員会を中心
とする実行委員の皆さんの努力により、立派
に出来たことに対し心から感謝の意を表する
こと。

今年は交通の利便を考えて市内に会場を求
め、ホテル山王闇におちついたこと。

会場が幾分手狭のため不便をおかけするが
寛容ねがいたいこと。

今夜は参会者皆が楽しく過す一夜である

が本年度テーマ・プリ　ツヂ・ザ。ギャップ

の主旨に添い、或は参会者のセルフサービ

スを求める機会なきにしもあらずと推測さ

れ、これが隔りを取除くこと、即ちテーマ
にマッチする試みとなり意義深い仕組であ

ること。

年末多端の折柄ではあるが、一夜をゆっ

くりくっろがれたいこと。

クリスマス実行委員長　　佐藤　忠君

12月上旬より実行委員会を催し計画に当っ

てきたこと。

今日は早朝より準備に取りかかったが不馴
のため行届かぬ点が多々あって迷惑をかけて

いるが容赦ねがいたいこと。

続いて出席会員の最年長者林茂助先生の

おんどで乾杯しパーテ一にうつりました。

会場では、絶えずェレクトーン演奏のも

と有志のノド自慢や、参加した子供等の童

謡が行われ、なごやかな雰囲気の裡に時間

も刻々と過ぎて行きました。

そのなごやかな雰囲気の中に社会奉仕委

員会メンバーが慈善鍋を持って、貧しき人
々への拠金を求め会場を一巡し、纏った金

子を参加した会員NIiK鶴岡放送局長佐々

木さんを通じて寄付することにしました。

また小池会長が扮するサンタクロ・－スのお

じいちゃんが、大きな袋から参加した子供等

にクリスマスプレゼントをしました。

それと相併行して、たまたま来鶴したアメ

リカ、オハイオ州出身の早稲田大学生デック
・モー7－君のスピーチがあり、三井玉男君

と一緒にジングルベルを歌いました。なおデ

ック・モーアー君は、かって仙台育英高校在

学の交換学生であり、当時釆鶴されて例会に
も出席されたことがあります。彼は1カ年の

留学を了え帰米し、インディアナ州リッチモ
ンドにあるアイラム大学に入学し、再度交換

学生として来日し、70年～71年早稲田大学に

在学するのであります。

さて、なごやかな雰囲気の中ですすめられ
た家族会の最後に、参会者全員でロータリー
ソング「手に手つないで」「蛍の光」を合唱

し8時過ぎに散会しました。
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顔阿ロータリー

第583号

1970．12．29（火）

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊨5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficialtoall
COnCerned？

も隔りを取り除こうも

出席報告

本日の出席　会員数　　63名

出席数　　　46名

出席率　73・02％

欠　席　者　阿宗君、荒明君、長谷川（文）君
林君、橋滞君、平田君、五十

嵐（一）君、加藤君、金野君、
三浦君、三井（健）君、斎藤

（栄）君、笹原君、谷口君、佐
々木君、辻君、薮田君

前回の出席　前回出席率　74・60％

修正出席数　　　50名

確定出席率　79・37％

メークアップ　安藤君一酒田東RC

五十嵐（三）君一温海RC

嶺岸君一鶴岡西RC

ビジター

足達一見君一鶴岡西RC

ゲスト

放上　博氏（NHKアナウンサー）

スマイル

石井貞膏君　店舗改築竣功のため

会長報告

当クラブからクリスマスカードを贈りまし

たところ、各クラブから多くのクリスマスカ
ードが届いております。回覧しますのでご覧

下さい。ニコ」1－－プランズ・ウイック即ち当ク

ラブとの姉妹クラブからも届いており、これ

には例会場の写真なども入っております。そ

れからオーストラリアのメインヒールドのロ
ータリークラブからも会員一同のサインのあ

るカードが届いております。他に台中、高雄
その他外国のクラブから届いております。

五城目ローターアクトの創立総会に出席して

三井　徹君

去る20日挙行された五城目ローターアクト

クラブの創立総会に出席しましたので、その

ご報告を申し上げます。

五城目ロータリークラブは結成5周年のク

ラブであります。五城目の町は、八郎潟の町

と大体一緒になってクラブをつくっているよ

うであります。八郎潟から革で20～30分入っ

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



た山手の方の人口約2万の町です。ロータリ
ークラブはチャーターメンバーが28名で現在

の会員数が30名であります。町は木材と金物

が特産とのことです。特に箪笥の名産地とい

われております。

そこにローターアクトクラブが当地区の第

1号として誕生して、発会式を挙行されまし

た。会員としては、男性が26名、女性が10名

合計36名の会員で発足しました。

そのつくり方を参考のために申し上げます

と、教育委員長をやっておられるところの会

員がおりまして、その方がクラブの方から卒

先提唱し、クラブ会員が賛同して委員会をつ
くり、着々と盛り上げて行ったそうですが、
クラブ全員がとに角1～2名の候補者を推選

するという行き方で会員を募ったとのことで

す。
その中核となった5～6名の方が一生懸命

に活動して、先に申し上げた36名の会員を纏

め上げました。これは大変な成功だったと思
います。その中には秋田大学の学生が数名交
っております。外は全部高校卒あるいは大学

卒の地域で倣いている万々とのことです。

現在の会長に就いている万は、秋田大学の

講師をやっている方で、25才の方ですが、こ
の方が中核となって放いたように聞いており

ます。非常に整然とした発会式で、会員諸君
の落ちついた凛々しい態度が強く印象に残り

ました。今後の発展が期待されると思いま

す。
ローターアクトクラブは、最近になりまし

て、世界的に相当活発に設立増加しておりま

す。国際ロータリーでも非常に力を入れてお

りますので、私共も出来ればローターアクト

を設立したいものと考えております。

以上ご報告申し上げます。
それからニューブランズウイヅクの市から

私が先に行って参りました関係からクリスマ
スカードがきておりますので、回覧してお目

にかけます。

三島事件と私

放上　博君（NHKアナウンサー）

皆さんのお顔を拝見しますと、私の親父と
同じ位の方々ばかりなので、この若造が何を
ほざくかという興味が多分あるでないかと恩

います。しかし私は飽までも個人的な感じの

お話をしたいと思います。

今日は、うちの局長がこの席に欠席して
おりますが、どうして欠席したかということ

をかんぐって考えてみますと、現在労使間で
ベースアップ斗争をやっております。このよ

うな状態にあるので、昨日中花先生に会食は

絶対ご遠慮する旨申し上げ、敢えておくれて
おっとり刀でかけつけたという訳でありま

す。そのような状態のもとにおかれて、全く

準備ができませんでしたので、とりとめのな
いお話になるかもしれませんが、お許しねが
います。

どうして私がこの席でお話をすることむこな

ったかと云うことからしなければならないと

思いますが、実は私が大変風邪をひき易い体

質であって、小花先生のところにしょっちゅ

うお世話になっていたのであります。
つい最近今月の始めと思いますが、酒を飲

んだ折、その席で小花先生とバッタリ会いま

した。そこで小花先生は他のお客さんと碁の
お話をしておられたのです。私は碁は全然わ

かりませんし、先生が何か一生懸命お話して

いらっしゃるのを片方でききながら独りで酒

を飲んでおりましたが、一寸私の隣にきまし

てビールを差出して下さったのです。そこで

日頃先生にお世話になっている放上であると

申し上げましたら、いやわかっていたと云う

風なことで、それからいろんな話が出て、た
またま三島先生の話も一寸出ました。その中

でこういう風な話が出たのであります。日本

人魂というものは一体あるだろうかどうか、

またそれはどういう風なものなのだろうかと

いうようなことを先生が一寸おっしゃいまし

た。私も大変それには興味がありますので、
いつか折があったら、そういう風な感じとか

或はもやもやっとしたものを感じとろうとい

う万がいらっしゃったら、一緒にお話してみ

たいということを一寸先生に申し上げたので

すが、それが今日はからずもこういうような

立派な方々のお集りの中で、若輩の私がお話
をすることになった次第であります。

もう一つ前提として、私がどうして三島由

紀夫についてものを話すのかということを申
し上げておかなければならぬのですが、私は
はっきり云いますと、今日本の中で信用出来

る人間というのは、三島由紀夫しかいないの

ではないかと思うのであります。勿論総理大



臣も信用出来ない。つまり自分の言っている
ことと行っていることが全く同じであるとい

う意味で、三島由紀夫は人間として素晴しく

尊敬出来るではないかという気拝があるので
す。

私は非常に本が好きで、小学校の五年位か
ら、そちらの方に入りまして、中学校の二年

位から既に三島先生の本は随分読んできたつ

もりです。その中でいま、あの事件からさか
のぼって、三島由紀夫という人はどういう人

間だったんだろうかということを考えている

うちに、人間というものは一体何だろうかと
いうところに話が行くんじゃないかと私は感

じとりました。

それで私と三島由紀夫の接点というものは

そういう意味で、個人的なもので（即ち親し

く薫陶を受けた間柄ではない）この点をはっ

きりとしてお話をすすめなければならないと

思います。

私が一番はじめに三島由紀夫を識りました
のは中学校2年と先程いいましたが、私は昭

和16年生れで、恰度その頃潮騒という小説が
あって、（周匪＝里位しかない小さい島でお
こった男女の一寸した青春物語というべき感

じのもの）あるとき映画に行き潮騒と別の映

画をみに行ったと思うのですが、私は何の気
なしに潮騒をみていて、当時SEXに目覚め

たと云ってほおかしいのですが、その映画の

青山京子という女優と久保明という俳優が、
素裸でだき合ったシーンが出て参りました。

これは今でも覚えているのですが、なるほ

どこういう本なら読んでみようかと思い、中

学2年生頃から三島先生の本を読み出したの
です。そういった意味で潮騒という本は、私

には一つのきっかけにはなり、決して傑作と

は思っていないが、私にとっては、一番始め

に三島由紀夫という名前を知りました。しか

も映画でみたのでもう一度読んでみようとい

うことで読んだのが潮騒という本でもありま
す。

当時私はどちらかというと虚弱児というと

おかしいのですが、精神的にも、いい言葉で

云えは織細なのです。例えば人間は高いとこ
ろにおると恐怖心がある反面、ここから飛び

下りたらどうなるんだろうか、まかりまちが

うとここから飛び降りてしまうんじゃないか

というような意味からの虚弱性。もう一寸言

葉を変えて云いますと、小花先生のところで

私はよく注射されるのですが、このときにこ

わくていやなんだけれども、みていないでい

られないという意味での虚弱性を持っていた
のです。それは私がある意味では三島先生と

肌と肌がぴたっりとくっついたような感じが

するのは、その辺の虚弱性からきているんで
ないかという感がして仕方ないのです。

三島先生の場合には、或日一念発起してボデ
ービルをやり、剣道をやり、ボクシングをや

り、いろんなことをおやりになりました。私

はそういう風な意識は全く三島先生とならべ

て云々するのほおかしいのです。しかし私は

そこで野球をやりラクピーをやり手前の体を

徹底的に傷み付けて、どこまでが限界なのか
と自分自身の体の方を鍛えてきましたが、相

変らず風邪をひき易い虚弱性が残っておりま
す。そういう意味で、私は三島由紀夫の本に
ついては、何となく（私にはそういったもの

を書く才能は勿論ありませんし、それだけの

立場にもない人間ですが）自分から言いたい
こと、あるいは自分はこれはタブーだと思わ

れることを堂々とお書きになっていらっしゃ

る。しかも責任をもって、というようなこと

で私は三島先生の本をあきるように読みまし

た。

ここで作家論など論じても仕方ないと思い

ますが、簡単な整理をした系譜みたいなもの

を考えますと、仮面の告白というような小説
がありまして、これはテーマは同性愛なので

す。仮面の告白で戦後の文壇に慧星のように
デビューしたといわれ、それから今でも代表

作とされている金閣寺、なお金閣寺あたりか
ら一寸社会性を帯びたようなニュアンスが出

てまいり、「宴のあと」とか「絹と明察」な

ど可成り社会性（実はデビューのときには自

己破滅型の私小説家だったものが）をおびて

きたと思われます。自分自身では、そういう

風なものを書くとすれば可成り政治的な色気
もあったのではないかと思うのですが、何と

なく挫折感というものを感じ、それではとい

う訳で、人間とは一体何だろうかという夙な
ことで自分自身にもどって、自分自身がもう

この世の中ではとても自分の思っているよう

なことが実現出来ないというようなことにな

って、昭和40年に己れのライフワークだとい

うことで、天成輪廻をテーマにした「豊穣の

海」という風なものを書き姶めたと思うので

あります。それにつきましては最近可成り評



判になったので、すでにお読みになった方も

多いと思います。私も「暁の寺」までは読み
ましたが、あとの「天人五衰」は読む気がし
ないのです。

これは三島由紀夫が、私はこの小説をみる
のは完結がこわいんだという、即ちそれが自

分・自身の完結でもあるのだとおっしゃってお

りましたので、私は本当は読みたいと思いな
がらも実は読む気がしないというのが今の私

の心境なのです。小説の中で言論と行動が常

に一緒であるというような三島由紀夫ですか

ら、どこかに今回の11月25日事件のモデルが

あったのでないかと思い、さがすと出てくる
のです。これは「憂国」といい、いただいた

会報をみせていただくと池内先生が書いてお
られますが、「憂国」にしてもそうですし、

「豊穣の海」の第2巻の「奔馬」という小説
がありますが、その中で飯沼少年というテロ

リストが割腹をする場面があり、割腹するこ

とにより自分自身を完成したといい、自分自

身の生きる途に終止符をうったという可成り

具体的に切腹の状況が出てきます。そんなあ
たりも11月25日事件と関連があるでないかと

いう感じがいたします。

私は日月25日にこの事件を知りましたのは

家が東京にあり、たまたま東京に行っており
ました、その日のいなほでこちらに帰ってこ

ようとしたときに、お昼のニュースをみよう

としました。NHKのニュースでしたが可成

りめらめらの状態であり、最初はまさかと思
ったのですが、少くともあれだけさわいでい

るのだから本当だろうと思い、出発の2分前

までテレビをみ、しかもトランジスタラジオ

をもって汽車の中できいてきたのです。とに

かくあのときに、いろんな方が、いろんなこ

とをおっしゃいました。

しかし私はくるべきものがきたという風な

感じで、大変寂しい感じもしましたし、また
やってくれたのでほっとしたという感じもあ

りました。

あれにつきましては、佐藤総理が何を言っ
たとか、中曾根防衛庁長官がどういう風なも
のを言ったとか、益田総監が何を云ったとか

いろんなことがありましたが、あの事件をど

ういう風に揃えるかということで可成り物の

言いようがちがってくると思うのです。大方
の方々はあれを一つのハプニングといいます

が、特に今の日本人というものは、はっきり

言いますと、実体がない繁栄の中でぬるま湯
にひたっている人間が多いので、一つのハプ
ニングであったと、面白い出来事だったとい

う風な、云って見れば社会的な事件であると
いう風にとられた方が大多数だと思うのであ

ります。こういう方が三島由紀夫事件につい
て、果して本質をついたかどうかということ

は全く問題だと思います。要するに白昼堂々

乱入したという風な表現も使っておりますが

あれは乱入ではないと思います。

乱入をしたとか、腹を切る即ち生命を粗末
に扱うのは人間本来にもどるものであるとい

う凰な物の言いようもあるでしょう。さらに

は、日本は今や経済繁栄国で、殊にかって第
二次世界大戦をはじめたような、そういう風

な動き即ち、軍国主義復活調みたいなものが

芽生えるでないかという風なことや、腹切を
やったということで、しかもそれが日本で最

高の人間であったと、世界的な人物がそうい
う風なことをやったということで、世界的な

影響をおそれるような論調とかいろんなこと
がありました。

私はNHKにおりながら、NHKに批判的
なこともよく言うんですが、あの日の特集番

組でNHKに岡村和夫という解説委員がいる
のですが、岡村和夫と有馬頼義さんと、中村

光夫さんと、草柳大蔵さんが座談会をやりま
した。あの中で、岡村和夫はこれは絶体に社

会的な事件であるということで司会をしてい
らっしゃいましたけれども、有馬さんは、さ

り気なく、しかも可成り強調して何故こうい

う風なことをおこしたからと云って、今まで

三島先生とも云い三島さんとも云ったのを呼
び捨にするのかと、これだけは僕は許せない

んだと云っておられました。つまりあそこで

もって、ある意味であれを犯罪とか、そうい

う風なものでなくて、もっともっと人盟姐ノ

き万というものはどうなのか、うらを返せば

人間の死に方とは一体何なのかという風な揃

え方、つまり三島由紀夫という、私という一
つの体験的なものだったんだという夙に捕え

た万というのは、多分あの事件に関してはま

ともな評価をなさっているのではないかと、

そういう風な気がいたします。ですから有馬

さんとか、作家連中がものを言ったときには
ほぼまちがいがない。

つまり三島由紀夫事件を肯定するにせよ、

否定するにせよ、まちがいなく正論をついて



いるではないかというような感じがいたしま

す。

私自身は実はくるべきものがきた、はっと

した反面、実に寂しい思いがしたと言うのが

本当の実感なのですが、多分あの翌日の毎日
新聞に出ていたとおもいますが、遠藤周作さ
んがこういうことをおっしゃっておりました

彼の死は国会議員になるよりも、清潔で、な
おがつで手首チックな死であったと。これは

いろんな告知まあろうけれども、一番まちが

いのない表現ではないかと私は信じておりま
す。

三島由紀夫の本を沢山読むと、小説家であ
るから小説を書くのが当り前で、それが即ち

三島由紀夫であるという、即ちイコールであ

るという作家は少いのですが、少くとも三島

由紀夫の場合はイコールとみてもいいと思い

ます。逆に言いますと夜の銀座あたりに行っ
て、女の子とたわむれて、女の子のくどき方

などを書いて我は文士でございという夙な顔
をしながら実は本人は全くもてないとか、想

像で物を書いている人間とちがって、自分の

書いたものと自分の行動とはイコールである
という風なとらえ方をするときに、私は先程

言ったようにくるべきものがきたと感じると

同時に、あまりにも無責任であったでないか
というような、もう一寸なにかしてはしかっ

たという麒望と同時に、あれはあまりにも無

責任ではないかという批判も出てくるでない
かと思うのであります。

今三島由紀夫を語り、なお且つなくなって
から一カ月一寸たった時点で、改めていろん

な面からみてみますと、彼は可成りの行動を
しているということがわかります。

この間出ましたサンデー毎日の特集号で、

三島由紀夫の総括という本が出ました。その

中で石原慎太郎氏と毎日新聞の紙上で論争を
いどんだとか、或は体験入隊した自衛隊のあ

との感想インタビューとか、一寸した自分の

評論とか、何かさりげないところに彼のいろ

んな云いたかったことが出てくるでないかと

思います。自分は小説家だから政治のことは
わからないとか、そういう風な無責任な言い

方ではなくて、今の政治に入ったところで、
しょせん、自分は何も出来ないというような

ことが例巧な方ですからわかっていたと。そ

れを何とかして別のところから何か言うこと

が出来ないか、小説家ですから政治のことは

素人です。そこで考えたのが人間の活き万、
人間の死に方とは何だろうかと、そういう風

なことを皆が考えれば、そしてそういう風な

常に意識をもちながら生活をしていれば、政
活だってこんなに悪くならないでしょうし、

公害も起こらないでしょうし、つまらない事

件も可成り減ってくるでないかということで

いろんなところで苦んだでしょうけれども、

また実際に行動も起してきた方だと私は考え
ております。

池内先生のお書きになった中に、吉田松陰
が小塚原で亡くなったのは11月25日であると

いうようなお話が出て参りました。私はどな

たにも云ってないので、或いはこういったこ

とを言えば叱られるかもしれないが、吉田松

陰という方は私も大好きですが、可成りきち
がいじみた点もあったでしょうし、アナーキ

スト的な面もあったと思いますが、少くとも

教育者だったと思います。松下村塾をつくっ
たとも言うし、かつ子弟を育てたという意味
で教育者だった吉田松陰は、ああいう形でな

くなったという。それから明治維新を経て、
日本人がいろんな体験をしながら、今吉田松

陰については教育者というよりも思想家とい

う夙な言葉におきかえていると思います0

吉田松陰の種々なものについて分塀すれば

思想家吉田松陰と云うようなことになってい

ると思います。何故思想家になったかと云い

ますと、吉田松陰の教えを受けた方が明治維

新でも大いに活躍しました0そういう風な教

えが可成り具体化したと。その精神的なバッ
クボーンになったのは吉田イズムであったと

いう風に考えるからこと思想家であるという

立場が許されていると思うのであります。

私ははっきりここで言いたいのは、三島由

紀夫は、あの死によって小説家から思想家に
なったのではないかと、思想家にするのは誰
であるかというと残されている我々ではない

かという感じがしてならないのであります。
これは自衛隊に乱入をよとか、憲法を改正

せよということではなく、日本人として、人

間として、どういう夙に活きたらいいのかと

あの方は、可成り抵抗を込めて、可成り皮肉
な意味で日本の作家なんてものは、どういう

風に活きたらよいかということばかりを教え
ていると、自分はどういう夙に死んだらいい

かということを、いつかみせてやるというこ

とをいっておられました。



そういう風な意味で私は、彼が「豊穣の

海」を書く以前から可成り思想家的なもので
あったと。楯の会をつくったのも、云ってみ

れば思想家的なものであったのではないかと

今あの事件が終ったあと、いろいろな意味で
ジャーナリズムがいろんなネタをとはしてお

ります。中には可成りひどいんじゃないかと

いうようなことも書かれております。女性週

刊誌、週刊明星とか、週刊平凡とか、芸能雑

誌にも書かれておりますが、せめて私は今年
の十大ニュースの中で三島事件をトップにお

くなどということを毎日新聞でやっておりま

したが、そういう風な見方ではなくて、もう
一寸本質的なものを見て欲しいような気もす

るし、私も一寸言葉が出てきませんし、やは

り準備しておりませんのでとりとめのない話

になって申訳ありませんが、少くとも彼は思

想家になったのだと、思想家にしなければな
らぬのだという風な意識をもっていろんなも
のをみていただきたいような気がしてなりま

せん。

これにつきましては可成りの反論もあるか

と思いますので、若し何かございましたなら

どうぞ御発表ねがいます。満足にお応え出来
るかどうかわかりませんけれども。以上大体

自分で感じましたことについてはお話しした
つもりであります。

以上のお話の後、小花さん、津田さん、張
さんから質問が出され、これに対し放上氏か

ら懇切なお答がありました。

幹事報告

会報到着

新発田RC、会津坂下RC、石巻東RC
高畠RC、郡山RC、尾花沢RC、

鶴岡西RC

例会変更
鶴岡西RC1月1日　規定により休会

八戸北RC1月2日休会

1月9日　PM5・80　新年家族会

クリスマス家族会のスナップ写真

今日中に申込　＠90円

元鹿児島西RC鮫島志茂太氏より同氏著書
も日本でいちばん好かれた男や（著名入り）

10冊贈られてきたので輪読したい。

鶴岡市交通安全都市推進協議会会長白井重

暦氏から、各職場にも行っていると思います

が、年末年始の交通安全運転についてという

文書が入っており、特に飲酒運転をしない、
させないことを守り、守らせて呉れるように

との要望、雪路には車輪にはチェンの着用、

駐車ルールを守ることなどの要請を受けてい
ること。会員の職場で徹底せられたい。
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊧5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit、the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

concerned？

寸隔りを取り除こうク

出席報告

本日の出席　会員数　　　62名
出席数　　　47名
出席率　75・81％

欠　席　者　阿宗君、荒明君、長谷川（文）君
橋浦君、平田（圭）君、粕川君
加藤君、金野君、嶺岸君、三
井（徹）君、三浦君、三井（貿）君
斎藤（信）君、佐藤（昇）君、笹
原君

前回の出席　前回出席率　73．02％
修正出席数　　　50名
確定出席率　79・37％

メークアップ　林君一束京城北RC

阿宗君一新庄RC
薮田君一天童RC
三井（健）君榊鶴岡西RC

会員誕生

海東与蔵君、今間壮太郎君、三井健君、

芸網末松君、佐藤伊和治君

奥様誕生

荒明喜代野様、池内俊様、五十嵐とし様、

岩網恵美子様、谷口美代子株、
高橋美津子様、浮田満里子様

年間皆出席

張　　紹淵君11年間皆出席
鷲田克巳君10年間皆出席
三井　　徹君10年間皆出席
嶺岸光吉君10年間皆出席

12月100％出席者　43名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（案）君、安藤君

張君、長谷川（悦）君、早坂（源）君、早坂
（徳）君、林君、飯自君、池内君、石黒君、
五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、五十嵐（八）君

伊藤君、海東君、金井君、上林君、黒谷君

小花君、小池君、今間君、嶺岸君、三井
（徹）君、三井（賢）君、三井（健）君、小野寺君
大川君、磨君、斎藤（得）君、佐藤（伊）君、

佐藤（忠）君、鈴木（善）君、新穂君、鈴木

（弥）君、高橋君、手塚林治君、津田君、富

樫君、上野君、賀田君、薮田君

会長報告

ロータリーの年度も恰虔半分過ぎて、これ

から下り坂になり、少しはほっとしておりま

す。
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新年勿々の新聞などをみますと、3日に最

初出てきたのはレイオフという私にとって目

新しい言葉があり、即ち就職のUターンとい

うのでした。中央の企業に折角就職されたけ
れども、レイオフで、家で待機していれとい

う企業が出ているらしいので、今年度の就職
も仲々厳しいような感じがいたします。

ロータリーとしてほ、前半は地区大会、ク

リスマス家族会、ガバナーの公式訪問等など

あって、クラブ内のことに手が廻りかねまし

たが、1月から半年の間は何とかクラブの中

のことに少し努力して、年間通じたバランス

をとって行きたいと思いますのでよろしくご

協力ねがいます。
クリスマスカードが台南ロータリークラブ

とドゥンブリロータリークラブ、それに旅河

氏と鶴岡地区のBBSから年賀状がきていま

すので回覧いたします。

次にロータリーの友1月号の31貢にものっ

ておりますが、ロータリーの日本50年史が発

刊になります。一部2，000円でクラブ単位で

まとめて注文して欲しいとのことです。別の

書面によりますと大体会員数の1割位は用意
したいので、（これ位発行部数が出ないと

2，000円ではあがらない）クラブ会員の1割

位の万々から申し込んでいただきたいとのこ

とです。

必要の万は、雑誌委員会でとりまとめねが
います。

それからバストガバナーの穴沢養一さんが

続音楽医者放談という書名で、アメリカに合
唱団を引卒なされたときの体験記録の本が、
ロータリークラブに一部寄贈されて届いてお

ります。会員の万で入用の万は、クラブでま

とめて申込むことになっております。一都

500円です。これも雑誌委員会でおとりまと

めねがいます。

次いで、今年は恰度亥年にあたり、会員の
なかで亥年生れの方を調べたところ、鷲田さ
ん、石井さん、池内さん、それから一まわり

下で小花さん、中山さん、また一まわり下で

佐藤忠さん、高橋正太郎さんの7名の会員が
おります。新春でもありますので、今年エト

に当っている方の新春放談といいますか、お

話を承りたいと存じます。

亥年生れに因みて　　池内万平君

今年のトップバッターとして、亥年生れで

あるということで、ここに立ったわけです。

先程会長さんから話があったように、私と
石井さんと鷲田さんが明治32年生れ、当年と
って71才となります。次の亥年が明治44年生

れで、小花さんと中山さんがこれにあたりま

す。それから大正12年の亥年が佐藤忠さんと

高橋正太郎さんです。
猪という動物は、皆様御存知の通り賢い動

物かどうかはわかりませんけれども、兎に角
愛橋のある動物であることはたしかと思いま　（

す。猪に関しては幾多の言葉がありますく　例　、一
えば猪突猛進という言葉、これは猪に関する

代表的な言葉と思います。それから猪武者、
それから猪食ったむくい、これは相当深い意

味があるようです。また亥年生れの人に食い
っぱぐれがないという言い伝えもあります。

これはどこからきたかしりませんが、割合に

生活が保証されているという極めて近代的な

文化的な立場にある生れだと考えます。
私の会社内のことを言って申訳ないのです

が、会社内に従業員が62～63名おり、その中

で亥年生れが13名おります。親仁が亥だから

子供も亥が集ってきたのでないかと昨口私は

朝の出初にしゃべったのですが、それにして

も2割以上の亥年生れがいたことに愕然とし
たのであります。

何で亥年生れが沢山集っていたかを調べて
みますと、過去5～6年を振り返って、やめ

て行った連中の生れ年を調べると、亥年生れ
は一人もおりませんでした。入ってきて、出

るのがいなければ、ふえるに決っておりま　　√

す。それが亥年生が63名車13名もいるという

ことにつながるのではないかと思います。

そうしますと、亥年生れの連中は、割合に

定着性がある人種といえます。
現在の我が経済界においてほ、労イカカの確

保が非常に重大な問題であります。採用して
も定着性がない、1年や2年ですぐやめて尤

大な費用をかけても意味ないという点から考
えますと、定着性のある亥年を採るというこ

とが極めて重要と思います。

今年の3月卒業するものとは合わないと思
いますが、亥年生れを採っておけば定着性が

強いということは、私の会社の実績からみて

決して過言ではないと思います。

ヽ＿／
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私が子供のときに、次のような話をききま
した。猪を獲るには綱一本あればよいとのこ

とです。綱一本引張っておいて、片一方から

猪を追いますと、猪はそれに向ってどんどん

走って行く。綱にぶっつかりますと、綱をの

り越えて行くことなしに、右か左の何かに添

うて走るとのことです。綱の両端で待擬して
おれば猪が集ってくるのです。猪を獲るには

この方法が一番たやすく獲れると聞いており

ます。即ちそれほど猪は単純で猪突猛進であ
ると考えられます。

猪突猛進ということは、古い言葉で最近出
来は吉葉ではありません。猪突猛進を現代語
に直しますと、行動形と表現されるではなか

ろうかと思います。私は、この行動形の猪突

猛進、行動形の性格というものは、今年のよ

うに日本経済がどうなるかわからないときに

我々は先を心配ばかりせずに、行動形にうつ

ってこの難局を切りぬけるということが非常

に大切でないかと思う次第であります。従っ

て、新しい年を行動形に切替えて難局を突破

するのが今年の私共に課せられた心構ではな
いかと思うのであります。

亥年に因みて　　石井貞舌君

池内さんのお話に関することで、此の間新

聞をみたら福島県で20余年間猪を獲った人が
その獲り方について書いておりましたが、今
のお話にぴったりと合致します。猪を2匹の

犬で追わせますと、がむしゃらに猛進するそ
うですが、案外長続きしないで途中でくたく
たとなり疲れるとのことです。

そのとき犬で遣わせた人が、新田四郎のよ

うに猪にまたがって、短刀をもって喉元に突

き刺し、このようにして現在まで数百頭を捕

えたとのことです。

以上池内さんのお話に附言いたします。

亥年に由みて　五十嵐一郎君

私は亥でなく寅年生れですが、今池内さん
のお話に関連したことを新聞でみました。と

いうことは、今お話があったように猪という

のは、猪突猛進とか猪武士というように、案

外知恵が足りないので、人を馬鹿にしたよう
な言葉が多いようです。然し猪が芋畑を荒す

行動をつぶさにみていると、雌雄二匹に幼猪

連れで下ってきて、雄親が充分周囲を警戒し

大丈夫と思うと雌を連れて畑にくるとのこと
です。

そして2匹が鋭い牙と強靭な鼻先で、恰皮
ブルトーザーのように真直に畑を掘りおこす

とのことです。その後子供づれでいい芋を食
べてさっと引上げるとのこと。如何に能率的

で頭がよいかがわかります。猪の為に弁明し

ておきます。

亥年のことと会員7ルパムについて

張　　紹淵君

猪のお話を続けて申し上げます。池内さん
のお話によると、猪は愛蹄があると云われま

すが、私はどうもおっかなくて恐いような感

じがいたします。猪の牙をみるとぞっとしま

す。それはどういうことかというと私が台湾
にいたときに一回猪会で小爺さんと山に行っ

たことがあります。猪はおとなしいようで勇

敢だけれども、つつましやかにいているよう
に感じました。即ち私がみた猪は皆さんのお

話に出てくるものとちがったものでしたので
一言ふれておきます。しかし一たん猪が怒っ

たらトコトンまでやっつけてやるというファ

イトがあるときいているので猪は大へんいい

でないかと思います。

そう云ったことで、皆さん益々ファイトを

もやして、どこまでも自分の職業に奉仕して

繁栄成功を祈ってやみません0
それから、過般開催されたファイアサイド

ミーテングの折に、出席者の中から私に対し

会員の顔を写真に撮ってアルバムにしようと
いう提案がありました。

しかし考えてみるとそれだけではあまり意

味がないので、私の希望としてほ斯様に考え
ておりますが皆さん如何でしょうか0

即ち家族を含めた写真を各自出していただ
いて、それをアルバムとし、これを回覧して

これはわがロータリークラブの各家族のアル
バムだという印象を残し、更にこれをクラブ

に保存し、必要のときはいつでも引き出せる

ようにし、或は複製をつくり、新米クラブな

どに送って挨拶の一端としたらと思っており

ます。どうぞご検討ねがいます。

干支について　石井貞昔君

ここにお集りの方々は十二支の何れかのと

しに生れた方ばかりです。さて皆さんの前で



斯様なことを申し上げるのは痴がましいので

すが、十二支物語という本がェビスヤさんで

販売しております。2、3年前にこれを読ん
でみますと十二支について大へん面白く書か

れております。参考までに一言ご紹介申しま

す。（以下小池会長補足）この本の著者は、

大漢和辞典の編集者で文化勲章受章者でもあ
る諸橋轍次氏で、本は対談形式になっており

ます。十二支物語というよりも十干十二支と
いうものがどうしてこの世の中に出たのかと

いうこと、それが中国では時刻を表わすのも

十干十二支、方角も十干十二支、曜日に相当
する甲（きのえ）乙（きのと）等12と川の倍

数（公約数を含む）またそれの回り合せで方
角と時刻と曜日の全部を表すということが最
初に書いてあります。次に一つ一つの十二支

の動物を諸橋さんが（漢学者なので）象形文

字から解きおこして、それから子（ね）であ
れば鼠の故事来歴や物語などが書いてある本
です。一冊500円位の価格でないかと記憶し
ております。

阿部衰先生の著書の紹介　小池会長

前に出版なされた「貝の科学」という本は

全日本図書館の青少年選定図面になった本で

すが、此の度出された（出版後1ケ月位経
つ）「書林の終戦」という本、おそらくは先

生のことをご自分で書かれたのだろうと思い

ます。梗概のところには、引揚げてきた大学

教授のことを自分が聞いて書いているから明

白とは云えないが、おそらく御自分の体験を
第三者として書かれたのでないかと思いなが
ら読みました。ここで先生の新著「古林の終

戦」をご紹介いたします。

阿部　豪君

唯今は不充分な著書を紹介していただき、
大変恐縮でした。この本は中学生向きに書い
たので、皆さんがお読みになるには少し物足

らなすぎると思います。若し御希望がござい
ましたら、手許にも若干ありますので進塁申

したいと存じます。

次に青少年委員会の活動報告を申し上げま

す。昨年も皆さんのお蔭で、青少年委員会と
して、ボランティアの集いをいたしました。

これは12月27日に本年度の第1回の催として

山形大学農学部で行いました。各高校の社会

奉仕サークルの会長副会長の新旧の方、大体

1サークル5名位で25名はどの人が集りまし

た。そこで、いろんな問題についてお話し合

ったのですが、その席には小花先生からもお

出でになっていただき、青年の森のお話をし
ていただきました。高校生等が非常に喜んで

是非そういう行事に協力して、植樹なり根切
りなりいたしたいとのことでした。あとで雑

談などもありましたが、その折も生徒諸君が

大変喜んでおりました。それから三井徹先生
からもお出ましをいただき、ローターアクト

のお話をしていただきました。ローターアク

トも、社会奉仕サークルのOBがおり、鶴岡　／へ

在住の方達に呼び掛けなどすれば、その場の

雰囲気としては、当地区にローターアクトも　　、、・／

出来る緒が開けたようで、三井先生からロー
ターアクトのお話をしていただき幸に思いま

した。

なお2回目のサークルの集いは、2月に開

催したいと思います。それについては前もっ
て皆さんにご連絡いたしますので、都合のつ

く方々がお出ででしたら御出席願えれば大変
有難いと存じます。

幹事報告

会報到着　八戸東RC

例会変更　温海RC
1月18日（月）　新年家族会

登録　PM4．30～PM5．10

終了　PM7．30

会場　観光ホテル「泉荘」
会費　会員　　　2，000円

成人ご家族1，500円

（含高校生）
中学生以下1，000円

1月10日まで事務局へ申し込みのこと

山形RC1月6日　PM6・00　新年会

しょう月

山形西RC l月11日　PM5．30

クラブ協議会　しょう月

チャーターナイトの案内

湯河原南RC　3月7日（日）

湯河原中学体育館
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊧5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialtoall

concerned？

も隔りを取り除こうも

出席報告

本日の出席　会員数　　　61名

出席数　　　48名

出席率　78・69％

欠　席　者　阿部（嚢）君、長谷川（文）君、

早坂（徳）君、橋滑君、石井君

金野君、三酒君、中山君、磨君

笹原君、佐々木君、富樫君、

賀田君

前回の出席　前回出席率　75・81％

修正出席数　　　52名

確定出席率　85．25％

メークアップ　阿宗君一新庄RC

嶺岸君、三井（徹）君、三井（賢）

君、佐藤昇君一鶴岡西RC

ビジター

五十嵐卓三君、桜井清君、佐藤拡君
一鶴岡酉RC

十年間皆出席

嶺　岸　光　書　君

三　井　　　徹　君

会長報告

クリスマスカードが高雄東ロータリークラ

ブ、東台車ロータリークラブ、フランスの／ミ

ール●ル・ジュクロータリークラブからきて

います。バール・ル・ジュクのカードにはロ

ーマ字で、ネソガジョウアリガトウゴザイマ

ス。アケマシテオメデトウゴザイマスと記し

てあります。

次に年賀状が函館ロータリークラブからき

ております。これは来年ホストで年次大会が

開かれるのでよろしくと記してあります。

青い鳥の会、仙台ロータリークラブ、地区

ガバナー佐藤民二郎さん、ひさごやさん、余

目ロータリークラブ、富山ステーションホテ

ル、雲仙Pr一グリークラブ、最上ロータリー

クラブ、湯野浜思恩国等からも年賀状が届い

会
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ておるので回覧します。

また、この度全日本交通安全協会会長の表

彰を当ロータリークラブで受けることになり

ました。山形県から団体の代表としては、山

形市立第三小学校と当クラブが表彰されるこ

とになりました。これは1月20日に東京の日

比谷公会堂で表彰を受けるので、恰度そのと

きに上京される予定の金井理事が代表として

出席受賞することに理事会で決めました。こ

れには、常陛官様御夫妻が御出席の予定との

ことです。

これは県の交通安全当局から連絡があり、

おそらくは交通安全串の寄贈のために、この

表彰を受けることになったと思います。

それから、半期の繰越金を食い尽しまして

この随で行きますと赤字となる気配であるた

め、次回の例会（1月19日）を臨時総会とし

て、これらのことを協議したいと思いますの

で御了承ねがいます。これに関しては他クラ

ブのことを調べてあり、併せて御説明申し上

げる所存であるのでよろしくご審議ねがいま

す。

次に1月24日からの1週間が雑誌週間に当

ります。それで雑誌委員会の万で、これに係

る特別のプログラムをお樹ていただくように

おねがいします。

金員椎選委員会からのおねがい

鈴木弥一郎君

ロータリークラブとして本月は、新会員の

増強月間になっておりますので、会員の皆さ

んから適当と思われる新会員を、ご推選下さ

るようおねがいします。推選カードは事務局

に用意してありますのでよろしくおねがいし

ます。今月の26日の例会までお纏わがいま

す。

買いもの道路について　　高橋正太郎君

昨日小野寺さんから電話があり、それは最

近他都市では、去年鶴岡市の中心街でやった

お買物道路のようなものが、下火になりある

いはしり切リトンボのようになったりしてお

り、また鶴岡でもやめているようだがどうい

う訳かということで、このことを明日（1月

12日）の例会で時間があるから説明してくれ

との依頼でありました。

これについては、皆さんも関心深いことと

患いますので、これから今までの経緯などを　一、一

御説明申し上げたいと思います。

6月頃にアメリカで、歩行者天国という名

のもとに行われ、これが世界の大きい都市に

敷衛普及したのがはじまりだと思います。

日本では、最大都市としてはじまったのは

現在も日曜日の都度に行われている東京の銀

座であります。この間の10日にも五十嵐一郎

さんがみてこられたとのことで、今も続けて

やっているのが実状であります。

然らば、鶴岡の場合はどういう経緯ではじ

まったかと言いますと、当時前足達市長から

夜当時の斎藤産業部長の自宅に電話があり、

それはぼつぼつ鶴岡市でも中心街にお買物道

路を考えたらどうかということで、産業部で

も検討してくれとのことだったそうです。そ

れが7月上旬でありました。

そして8月4日に市当局産業部商工課が中

心となって市当局で第一回目の打ち合せをし

たようであります。それから私達の耳に入っ

て、8月8日に正式にハイヤー業者、運送業

者、それに全商店会の役員の主だった方々が

相集り、お買物道路即ち歩行者天国の運用を

どうしようかということが論議されました。

これが第一回目の打合せであります。そのと

きには議論百出の状態でありました。今ここ

におられる、庄内交通の荒明社長さんも輸送

業者の一人に当りますが、当時議論が沸拷し



結論を得るに至らず、その10日後の18日に第

二回目の打合せを、今度は消費者の代表を入

れて行いました。消費者の発言の大勢は、自

動車などうるさくて仕様がなく、こんなよい

ことがないから是非やってくれとのことでし

た。この発言が大勢を制し、お男物道路の方

向付けがなされました。しからばどこでこれ

を行うかが更に論議され、やるとすれば出席

された警察当局の道路交通取締上の問題点な

どの意見も入れ、中心街の銀座通り以外にな

いということになり、当日場所と日額が決っ

たのであります。

そのもとに第一回のテストとして8月30日

の日曜日午後2時から5時まで行ったのが当

市としてほ、はじめての試みでありました。

この実態をみますと串の流れが、スムースに

行かなくて、私達関係者は大変困却いたしま

した。殊に昭和通り方面、生協方面などで、

翌日の反省会では、喧喧景蓋とした発言が取

交されました。

そんなことで、もっと改善する串の流れに

ついて警察当局との打合せを9月9日に開き

ましたが、その時点において、自分の町で、

チラシを2万枚ほどつくって、アンケートを

もとめたのですが、新聞折込などのこともあ

り68枚位しか答が集りませんでした。その中

で、お買いもの道路は必要と思いますかとい

う問に対して、必要であるというのが53不要

というのが3、また毎週日曜日の午後2時か

ら5時まではどうですかの問に対し、よいが

36、悪いが1、時間が長いが4、短いが9、

次に日経日以外も行った万がよいと思います

かの間に対し、日曜日だけでよいが28、他曜

日のうち水曜日と土曜日だけが、よいが29あ

りました。然らば冬期間1月2月はどう思い

ますかの間に対し、必要が43、不要が11と、

これらのことを一覧しますと冬期間もやれと

いう意見が大多数を占めていたのでありま

す。

そんなことなどをやったり、また事の流れ

の改善などをやり、第2回目を9月27日に行

いました。この時点においてほ、大分流れが

よくなりました。また更に反省会を重ねて、

10月25日午後2時から5時まで行いました。

これは殆ど、流れもまあまあスムースに行っ

たと云えると思いますが、当初警察官は40名

ばかり（第1回目）出ております。2回目は

その半分、3回目即ち10月25日には10名以下

の警察官しか出ておりません。

その間誰もいなかったかというと、わが街

の青年部の皆さんが全部応援して出たのであ

りますが、大部馴れたということで11月22日

にも本年最後に実施しようという計画をもっ

ていたのであります。冬期間という積雪と日

没の問題があり、夕方暗くなってから車輌が

幅挨するようでは、却って事改発生の虞ある

ということで、11月からやめようということ

になり11、12、1、2月の4ケ月は更に引続

いてやめることにして今日に至っておりま

す。

これからは3月から第4日曜日に実施する

予定でありますが、ここで皆様から御批判が

あり質問も出ると思いますが、非常に問題に

なったのは交通の流れの問題で、当市の場合

は、どうしても、あのようにするより方法が

ないというのが警察側の結論のようでありま

す。それから非常時の問題、救急車とか火災

の場合、これは逆行しょうが己を得ぬ措置に

なります。たまたま一つの事故がありまし

た。これは当時気を使わなかったことで・三

井病院の先生から翌日おしかりを受けました

が、恰虔お産の万が白家用事でこられ、昭和

通りの住よしの所から、患者にあたる奥さん

が流座したのだそうで、どうしても交通止で

三井病院に入れなかったとのことです。それ

で丹那さんが患者を背負って三井病院まで入



ってきたとのこと。これなどは全く救急患者

でして、そのときは警官も街の役員も居なか

ったとのことですが、これなどは反省の問題

になりますし、おおびらに車で病院に入れる

ということです。

それから開業なさっている医院は県医師会

の方からグリン色の小旗が全部行っていると

思います。往診の場合は、小旗を持っておれ

ば、無条件で駐車違犯にもなりませんし、急

患者の往診ということで大びらにその時間帯

に買い物道路に入ることも可能であります。

標識なども新年度からは、非常事態のときは

是非役員に申し出て下されば誘導するという

ような標識もつける予定であります。

反面お買い物道路に賛成なきったのは大部

分消費者の方々だけであります。反対された

のは近所の串をもっている方、同時に近所の

商店街の皆様方、これは当然と思います。所

詮はもっと拡げてもいいのではないかと思わ

れても交通規正上あそこ以上は出来ないとい

う問題点、それから市の行政面の問題で、や

はり駐車場はもっと完備しておらなければな

らないと思われます。同時にバイパスの問題

も大きい問題で、駐車場が大きく完備してお

れば車の流れなどももっとスムースに行くで

ないかと、斯様に思っている次第です。いづ

れにしても今の歩行者の方は大変よろこんで

呉れますけれども、車をお持ちの方は全く反

対しておるのが実状であります。

県内では、今年の正月に長井市の商店街で

本年の第一号を行ったそうですが、非常に歩

行者の皆が喜んでくれたとのこと。勿論反対

という万もあったと思いますが、反対という

事は、新聞社の万でさっぱり書いてくれない

これが事実です。

東京では、銀座通りが素晴しい成功をおさ

めているのも現実の問題です。

ここで皆さんからどんな風にすればいいも

のか、時間などどうすればよいかなど、御意

見を発表していただけば幸に存じます。

なお、お買物道路の問題は、私の方の商店

街は勿論のこと、鶴岡の商店街自体で出した

問題でなくて、市当局の方でこれから考えて

行く時期が来たのでないかということが、そ

もそもの発路でありました。

引続き、お買い物道路の問題について質疑

応答がなされた。

幹事報告

会報到着　能代RC

その他　温海クラブ新年家族会（研8）に

更に会員の参加を求める。
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊨5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialtoall

COnCerned？

勺隔りを振り除こうや

本日の出席

欠　席　者　阿宗君、阿部（公）君、安藤君

佐々木君、長谷川（文）君、長

谷川（悦）君、林君、薮田君、

五十嵐（伊）君、金井君、小花君

金野君、嶺岸君、三井徹君、

三井（賢）君、三井（健）君、中

山君、斎藤（得）君、斎藤（信）君

佐藤（昇）君、佐藤（忠）君

前回の出席　前回出席率　78・69％

修正出席数　　　53名

確定出席率　86・89％

メークアップ　鷲田君一東京江東RC

阿部（裏）君榊山形RC

靡君一温海RC

長谷川（文）君、富樫君
一鶴岡酉RC

ビジター　林政一君一酒田RC

スマイル　手塚林治君

ホテルゆらが政府登録になったため

会長報告ならびに総会経過報告

先週の例会で申し上げたことですが、この

鍵経過しますと当年度の予算を赤字でくりこ

すことが明かになりましたので、本日の例会

は食事後に総会に切替えて審議ねがいたいと

思いますのでよろしくねがいます。

クリスマスカードの御礼がベニスロータリ

ークラブおよびデンバーロータリークラブか

ら届いているので回覧します。

昨日温海ロータリークラブの新年会家族会
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があり、石黒特別代表をはじめ、三井徹先生

夫妻、小花先生、張先生、摩さん、高橋正太

郎さん、私と上野幹事が出席しました。大変

な盛会で、町長が言っておられましたが、お

そらくは温海町発足以来の楽しい会合ではな

いかとのことでした。

次に、定款細則を変更する件について、こ

れから例会を総会に切替えてご審議願うこと

といたします。

細則をみると、定数というものは会員数の

3分の1の出席があれば総会の定数になるよ

うに決められております。それから出席会員

のうちの3分の2以上の賛成があれば、定款

細則の変更が認められることになっておりま

す。今日の出席会員数からみて総会が成立し

ますのでよろしくご審議をおねがいします。

それでは審議にあたって実情の御説明をいた

します。何しろ数字のことで、あまり興味深

くないことを申し上げます。

上期会計の報告と、下期収支の予想につい

ての概要を述べ、結果的には下期からの会費

の値上げのことを要望するようになると患い

ますがよろしくねがいます。

プリントにありますように、収入の方が予

算より減になり、反面支出面が増になりまし

た。対比すると繰越は、この櫨推移すれば赤

字決算になる予想であります。

これも当初見込みました入会金の場合、7

名人会をみましたが困難で、年間を通じ5名

位の予想で2万円の減になります。従って、

会費も65名×2万円×2（上期、下期分）と

したのですが、これで当初より10万円の未達

になります。

雑収入、これはビジター、ゲストの方の登

録料の収入減で、13万1千円が予算未達とな

りました。

支出で大きく変ったのは、旅費を当初17万

円でみておりましたが、この次の年次大会が

山形で行われる関係上当初9名位の出席会員

の旅費を見込みましたが、恐らく19名位にな

る予定となり、下期に計上したので2万5千

円超過となります。

委員会費のうち最大のものは親睦委員会の

不足分が11万7千円の見込で、この年皮がは

じまって最初催した結城孫三郎一座のあやつ

り人形劇に支出した10万円が、当初見込んで

なかっただけ多くなったことになります。

他の委員会の方は殆んど減であり、RI分

担金、地区分担金も会員が予想通り増加しな

いので、減になっておりますが、大きく変っ

たのは親睦の増だけであります。

それと、今次特別支出でありますが、温海

クラブへの補助7万円が予算には組み込みま

したが、毎年あることではないにしろ、今年

度の財政を圧迫した要因の一つと言えます。

それから10年誌についてのことで、これは　　√
＼

特別会計でやってきたのですが、これが出来　＼一

上り、また時期的にも経過したため、諸物価

の値上りなど伴い、予算の不足分を生じ、5

万円を一般会計の方から組替え支出しており

ます。これは予備費計上8万7千円のうちか

ら5万円を支出しております。

以上述べました支出増を勘奏しますと、予

想される累積赤字は14万円位になるでないか

と推測されます。

また実際問題としては、繰越金が35万円は
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どあったので、年間支出増は50万円位となり

ます。

因みに近隣クラブの年会費を調べたところ

次のようになっております。酒田が4万5千

円、酒田東が5万2千円、鶴岡西が4万2千

円、新庄が4万5千円、山形6万円、山形北

が6万円、山形西も6万円、米沢が6万円、

米沢西も6万円とのことで、比較して当クラ

ブが安いから借上していいという理由にはな

らぬのですが、委員会の活動を本当にやろう

と思うと仲々現在の会費の集積の中からの支

出では非常に難しくなってきたということは

事実のようです。

それとともに本例会場ひさごやさんのご協

力により1人当りの食費を350円でおねがい

しております。これも他クラブに比較してみ

ますと、鶴岡西400円、山形500円、山形500円

山形北、西何れも500円で、米沢が450円で

す。これも今の物価値上りをみますと今後も

この儀継続しておねがいすることは、甚だ心

苦しく感じられますので、前々回あたりの理

事会でも検討中ですが出来れば例会場の経費

も値上げしなければならぬと思います。それ

には財源の裏付がないと出来ないので、以上

申し述べたことを集約した理事会の意見とし

ては、上半期は2万円で頂戴ずみなので、下

半期には2万5千円としていただき、年間4

万5千円の会費とすること、即ち5千円の会

費値上げの御承認を得ることが出来れば有難

いことと存じます。

御承認になり値上げとなれば、5千円×65

名分の32万5千円が産み出されますので、32

万5千円から今の予想赤字を差引いても次期

に17万円位の繰越が出来そうですので、何と

か御承認をおねがいいたします。

引き続いて、質疑応答、意見が数氏より

だされ、その会長集約は次の通りであっ

た。

会費を年額5万円としてここで定款を替え

てしまうのか、赤字補填の意味で臨時に5千

円を下期に徴収するか、その他年会費を年間

4万5千円と決めて下期に5千円をオーバー

分として徴収するのかの3案が出たように記

憶しますが、何れを採択したらいいかをお諮

りします。

この件については本期5千円の臨時負担金

徴収案に賛成多数が認められ、下期の会費を

臨時負担金徴収分を加え2万5千円とするこ

とが採択されました。

次に以上のことと多少の関連がありますが

鶴岡文化会館の設備につき、ロータリークラ

ブに対し、当初市役所で予定していた分担寄

付金は50万円と記憶しております。私がその

とき出席し述べたことは50万円という多額は

当クラブとして考えられない金額でないか、

ということです。その折何をつくるのかきき

ましたら文化会館入口の案内板とのことで、

催し物の行事案内を2カ所に設置するとのこ

とでした。商工会議所隣接の入口のところと

文化会館の正面の左側の2カ所に夫々25万円

づつかけて計50万円になるとのことでした。

この金額では多数過ぎるので、何とかならぬ

かとただしたところ、質を落し半額位のもの

をつくったらどうだということと、一つにし



て半額にするのはどうかというように申され

ました。

私見ですが、どうせつくるのなら相当のも

のをつくってもらった方がよいでないかとの

意見をもっております。また案内板といって

も専門的な知識がないので、25万円という案

決算が、お手許に配布してある通りになりま

したのでご報告いたします。

本来は実行委員長が報告すべきところ、欠

席されたのて、私が代って説明します。

（以下配布された資料について説明報告が

行われました）

内板が高価なものか香かわかりませんが、構

想をきくと、ステンレススチールの枠に硝子　幹事報告

が入り中に照明も施され、頑丈でしかも見栄

えもする立派なものとのことでした。これは

会費の値上げとは別ですが、理事会に諮った

ところ、理事会の意向としてほ、文化会館と

いうことで、事業場としての重複して寄付す

る会員のことも考えられ、協力して一人3千

円程度の金円であれば、お願いすれば何とか

出来そうではなかろうかとの話が出ました。

そうすれば60名として当クラブで18万円西ク

ラブで残7万円、その位であれば協力出来な

くはないではないかと思います。

しかしこれも皆さんの意見をおききし、こ

れを基として理事会で決めて行きたいと思い

ます○このことについても、御意見を伺うこ

とが出来れば幸いに存じます。

これに対する意見集約の結果として、理事

会案で推進することが確認されました。

なお臨時負担金徴収承認について、粕川文

男君から謝辞とともに、予算編成上の意見、

特に、当初から繰越予算は計上さるべきであ

るということを述べられました。

クリスマス家族会の会計報告　　粕川文男君

先月の20日に行われたクリスマス家族会の

会報到着　東京RR、石巻東RC

尾花沢RC

例会変更　山形北RC　1月28日

PM5．30　亀松閣

新年クラブ協議会

佐世保西RC

新年より　月曜日→火曜日

チャーターナイト案内

山梨RC　4月18日（日）

雲仙RC　4月3日（土）

福岡東RC　3月12日（金）
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内⑳5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficialto al】

concerned？

も隔りを取り除こうも

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　61名
出　席　数　　　45名
出　席　率　73．77％

欠　席　者　阿宗君、阿部（公）君、荒明君
林君、橋滑君、上林君、栗谷君
金野君、三浦君、斎藤（得）君
斎藤（信）君、佐藤（伊）君、笹
原君、手塚林治君、富樫君、
薮田君

前日の出席　前日出席率　65．57％
修正出席者　　　57名
確定出席率　95．08％

メークアップ　安藤君、斎藤（待）君
一東京RC

阿部（公）君一新潟東RC
五十嵐（伊）君一山形酉RC
阿宗君一新庄RC
薮田君一天童RC
林君、斎藤（信）君一酒田RC
小花君、三井（徹）君

W温海RC

長谷川（悦）君、嶺岸君、三井
（賢）君、三井（健）君、中山君
佐藤（昇）君、佐藤（忠）君、富
樫君一鶴岡西RC

ビジター　旅河正美君一藤沢RC

荒井清君一酒田RC

半田茂弥君、足達一見君

桜井瑞男君一鶴岡西RC

会長報告
ナポリロータリーからクリスマスカードと

新年の挨拶状が届いているので回覧します。

∴：‥十十一十十∴一・●－●
ブが交通安全協力団体として表彰されまし

糧交通安全優良地区地域団体ということで
あ表彰です。会長が出席出来ず、たまたま理

事の金井勝助さんが、上京中であったので金
井さんに出席していただき、ここにある楯と

表彰状を頂戴して参りました。
その折発表された昭和46年度交通安全の年

間スローガンの印刷したものを戴きましたの

で回覧します。またその大会の席上宣言文が

採択されたようです。この印刷文もお廻しい

たします。

ロータリー財団に係ることと、韓国旅行の
印象について

旅河正美氏

1月の最終例会は雑誌週間と決められてお

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



りますが、折悪しく栗谷雑誌委員長が欠席さ

れたので、ピンチヒッターとしてスピーチす

ることになりました。

会長さんからさきほど職業上のお話をする
のかと言われましたが、それは差控えて、先

般ロータリー財団管理委員会のリチャード、
Lェダンスという委員長から私共のクラブに

届いた手紙を御披露申し上げて、多少の自慢
話とロータリー財団のお話を申し上げたいと

思います。
その手紙といいますのは、
このほど貴クラブ会員40名の方々がこぞっ

てポール・ハリス・フェロ→－と準フェローと

なられたことを承りました。既に貴クラブで

は20有余名の会員が準フェロ・－となり4名の

方はポール・ハリス・フェローとなっている

のであります。これは、貴クラブ会員の殆ん

ど全員が最高の財団支持者となられたことを

意味すると同時に、貴クラブは他に比摂なき
記録を樹立されたことになります。ここにロ
ータリー財団管理委員会を代表し、深甚の敬

意と感謝の意を表するものであります。ロー
タリー財団に対する貴クラブの絶大なる御支

援に対し厚く御礼を申し上げますとともに、

各位の御繁栄と御健勝を心から御祈り申し上

げます。
というような手紙で、私共の地区は第359地

区でありますが、この地区の会長幹事の懇談

会でもその手紙が披露されて、地区の財団委
員長からも藤沢ロータリークラブは、本年度

地区大会で全会員多忙の毎日であった筈にも
係らず75名の会員中ポール・ハリス・へロー

4名準へロー65名、合計69名で、未参加会員

が健に6名と、殆んど全員の財図寄付者を纏
めた事実は何と素暗しいことでしょうと、こ

れは日本はもとより全世界に例のない最高の

成績に存じますというようなお賞めをいただ
いたのであります。

そういうことですが、ロータリー財団の資

料をみると、全世界で一番多い寄付のクラブ
は、アメリカのマサチューセッツ州のウィリ

アムズタウンロータリークラブで、1万4千

3百％というとてつもない数位であります。

日本では359地区内の横浜東ロータリークラ

ブで昨年度同地区のガバナーを出されたクラ

ブですが、これが3千2百％というような％

で、金額にしますとロー∵タ1トド財団の寄付は

全世界では66倍4727万円で、その内日本では

5億9420万円ということで、ロータリー財団

全部の寄付金の約9％を占めております。
また全世界のポール・ハリス・へローは、

689名おるが、そのうちアメリカが366名で日

本が第2位で249名、という大変な数です。
第3位は僅か7名という数になりますので、

殆んどポール・ハリス・へロ→一の大多数をア

メリカと日本で占めているといわれます。準
へローは全世界で663名、そのうち585名が日

本であります。それで、ロータリー財団に対

する日本の寄付は大変なもので、私共のクラ
ブも先程お読みした手紙をいただいたのです

が、それでも現在190口％ということで横浜東　〔

クラブの3200％に比べれば遠く及ばないとい　＼＼・－

う実情であります。

その資料をみると、ポール・ハリス・へロ
ーの保有するクラブが、第1位で22名（準へ

ロー）第2位が東京江戸川クラブの15名、第

3位が東京クラブの目名、第4位がアメリカ
ミシガン州のデイアボーンクラブ、第5位が

東京江東クラブの8名という夙に、ポール・
ハリス・へローを保持しているクラブでも日

本は上位を占めております。
第353地区も資料が出しております。同地

区は準へローが8名おります。ポール・ハリ

ス・へロ→－の方もお出での筈ですがこの資料

には載っておりません。しかし当鶴岡クラブ

の張先生をはじめ第353地区でほへロ→一は3

名お出でになります。山形県、秋田県、福島
県に夫々1名宛です。準へロrが先程申した
8名です。
これがロータリー財団の私共のクラブに対

する手紙を披露したのですが、ロータリー財

団に対する寄付だけがロー一夕リー活動とは云

えないが自慢話として申し上げます。

次に先程会長さんのご紹介がありましたよ

うに、昨年私の所属しておる第二東京弁護士

会の友人7名と共に韓国に行って参りま　し
た。それでソールのロー∵ダリークラブに出席

して参りました。ここは韓国では一番古いロ
ークリ・－クラブで、昨年の2月に朝鮮ホテル

という素暗しいホテルがアメリカと韓国の合

併で出来て、そのホテルで例会を行っており

ます。1927年に設立された歴史の古いクラブ

で、ここに参り一番驚いたのは、会長司会、

幹事報告、スピーチが全部英語でやっている
ということです。恐らく、全世界のロータリ
ークラブで、外国語で司会もスピーチも全部

＼ヽ＿／
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やっているクラブは私の乏しい経験から云っ

ても例がないではないかと思います。会員の

四分の一位は外国人で、韓国に駐在するスタ
ンダード石油とか、シエ／レ石油など、大企業

の代表者がクラブに加入しており、例会でも

四分の一の外国人が非常にウイットとユーモ

アをもって例会をリードしておられ、むしろ

韓国の実業家などの会員はおとなしいという
ような感じを受けて参りました。

そこで全部英語ですが、隣の席にいる韓国
の方は、年配からして日本語がわかるでない

かと思いながらも、先方が話しかけてくれな
いものですから、こちらも下手な英語でしゃ
べることもないと思っておとなしくしており

ました。そうしたところ向うからしびれをき

らして日本語で話かけてくれました。

町に出ますと一般庶民の方は日本語で沢山

話しかけて下さる方がありますが、ロータリ
ーに出るような方は、余り昔のことを思い出

したくないという気拝があるのでしょうか仲
々日本語はしゃべって呉れたいといむ印象を

受けて参りました。

韓国旅行なさっている方は当クラブにも多

数お出でのことと思いますし、また戦前は朝

鮮に行ってた万も沢山あると思いますが、何
といってもソールでは徳寿官と昌徳宮の2つ

の李王朝時代の宮殿が観光の対象になるよう

であります。特に徳寿官にある美術館と博物

館などをみると、たまたま私が昨年11月に奈

良に参り奈良の国立博物館で正倉院の宝物を
みたのですが、恰度正倉院の宝物と同じよう
なもの、あるいはそれの原形となるようなも

のが、ソールの美術館や博物館に沢山ならべ

られておりました。

即ち私達が小学校時代から習った大陸文化
がどうして日本に流れてきたか、これにはい

ろんな経路があったと思いますが、やはりこ

れは朝鮮半島を通じて移入されたということ

が博物館の中のいろんなものを見ているとよ

くわかるという感じを受けました。

また対日感情については、御存じの通り李

承晩政権の10年間の間は徹底した反日教育と
いう即ち李承晩という人は日本をきらった方

で徹底した反日教育をされた訳です。しかし

今の朴政権はそういうことではなく、むしろ

日本には競争心はもっておるが、日本に追い

越し、追い越せというような気塊が感じられ

今の若い人々は、私共に不愉快な愚をさせる

というようなことは全然ありませんでした。

唯釜山の龍頭山公園に参りますとかつて李

舜臣という豊臣秀吉の水軍をこっぴどくやっ
つけたといあれる韓国の水軍の将がいたので

すが、この李舜臣の銅像が日本の方を向いて

建立されております。高さが十数米もある大
きなものです。またソールの街の中に大きな

銅像があったので、誰の銅像か尋ねたら、名

前は忘れたが、何でも日韓併合に大反対され
たという韓国の李王朝の大臣のものだという
ことで、すべて目につくところにある銅像は

何れも日本と関係あるということでした0

豊臣秀吉という男は、韓国では全く人気の
ない、むしろとんでもない男だということ。

即ち小西行長と加藤清正、東海岸と西海岸を
北上して、鴨緑江まで行って皆殺とか文化財
の破壊とかを企てた男。豊臣秀吉の話を韓国

ですると、こちらまで何か疑れる感がして、

全く人気のない人でした。

韓国では外出禁止令が厳重に布かれ、夜12

時から午前4時までの間で、外出禁止令に達
犯した韓国人は射殺されるということで、12

時をすぎますと街角に憲兵とか、民警団とい
う人達が、皆実弾を装てんしたカービン銃を

持って方々に立っておりました。そこで外国

人はどうなんだとききましたところ、外国人
は、パスポートさえみせれば12時以降でも歩

行してよいとのことでしたけれども、しかし

今の若い韓国人は日本語が全然通じないし、
507花位のところにカービン銃をもって立って

いるところに、わざわざパスポートをもって

外出するというのも、極めて危険な状態で、
（私共が行った1週間前にも一人射殺された
とのこと）その時間iこ出るものは北朝鮮のス
パイだと決めつける考え方のようでした○

北朝鮮に対する称び方が北鬼と言っており
ます。私共が戦争中鬼畜米英などという言葉
を使っておりましたが、同じ民族でも北鬼と

称ぶのは誠に悲しむべき現実と思います。の
みならず徳寿宮の中には、兵隊が（藁でつく
って軍服を着せてある）2名機関銃を撃って

いる形の人形が芝生の上においてあります。

芝生の上の人形の足をみると、足は鉄の鎖で

杭に縛られているといったことで、韓国では

北朝鮮は戦争するに強いかもしれぬが、足に

鎖をつないで機関銃を撃たすというような、

残虚な国であるということを唯の目にもつく

よう－こ、公園の一隔においてあるということ



は一つの宣伝と思いました。

私は、鶴岡中学校を昭和18年に卒業し、当

時陸軍士官学校という職業軍人の学枚に入学
しましたが、士官学校時代の友人も韓国には

多数おりまして、殆んど陸軍大将になってお
ります。各国の大便をやったり、士官学校の

校長をやったり、そういった方々が沢山おり
ますが、そういった方々に立寄りますとまた

観光旅行とちがった形態になるので、そうい

ったところには寄らずに、唯ソールの弁護士

会に寄りました。ソールの弁護士会では元韓
国の前最高裁判所の判事とか、あるいはソー
ル市の顧問をやっている先生が弁護士会の会

長をやったりなどして、日本語で心よく私共

を迎えてくれました。彼等は殆んど日本の大

学を卒業された方々で、非常に暖い歓迎を受

けました（こちらは観光旅行で一寸立寄った

に過ぎぬのですが）韓国では釜山とソールし
か行きませんでしたが、ソールで私達が歩い

ておりましたら、私は蝶ネクタイをしめてお

りましたが、そういう恰好のせいか、あれは

日本帰りだと言われました。ですから日本帰

りの同胞とまちがえられた訳で蛛ネクタイな

どをしめて韓国の町を歩いているのほ、何か

日本で荒かせぎなして国帰りしてきた同胞と

まちがわれるということもあるので、韓国で

は、あまりパリッとした恰好をしない方がい

いようです。そしてしばらく行ったら、そこ

でチラシを配っているのです。そのチラシは

私にはくれないで笑った友達だけに呉れたの
です。内容は韓国文字です。（今韓国では漠

字追放運動をやって漢字は殆んど使わない。
また韓国の商店街でどこの看板をみても、私

共旅行者は何を売る店なのか、さっぱりわか
らない。）そこで友達に対し、お前だけ同胞
とまちがえられたんだと言って大笑しまし

た。

張　紹淵君

雑誌週間に当りますが、今日の例会に雑誌
の話が出ないので、国際奉仕の委員から申し

ますと、日本のロータリーの友、これを国際

奉仕委員会では4ヶ所に送付しております。
即ちペェスアンポイロータリークラブ、シ／レ

／ミ一・スプリングロータリークラブ●ストウ

ル・ロータリークラブ、および台南ロータリ
ークラブであります。どうしてそういう風に

なったかと言うとロータリー雑誌も非常によ

くなって英語記事も大分見えてきたので、日

本のロータリーサービスをどのようにやって

いるかをPRすることと、また国際奉仕とし

て不断余り文通出来ないので、せめて文通の

緒をつけようということのためです。

それではどうしてこの4ヶ所を選ぶかと云

うと、僕等が10遇年記念にペェスアンポイロ
ータリークラブ各員が珍しい物を贈ってきた

とのお返しと、また非常に熱心な台南ロータ

リークラブと、ストウルロータリークラブを

選択しました。
それから会長幹事を始め理事会の方々にお

願いしたいことは、国際奉仕の大きな問題と
して、それは1971年3月15日までに国際奉仕

計画登録申請書であるが、それをどうぞ本年
は忘れないで出してもらいたいことです。そ

れは当理事会がよく相談して出していただき
ます。ここに恰度国際奉仕計画のパンフレッ

トがあります。これの一番終りに書いてあり

ますが、それは青少年の交換のこと、社会奉

仕のこととか、いろんなプログラムがありま

すが、これを登録すれば世界各国のロータリ
ークラブから、ヰこちらに向って沢山の文通が

産れ極めて大切なことです。
実はシルバー・スプリングロータリークラ

ブは、登録して池内さんのときに文通してか

ら非常に海外のいろんなことがわかって有益
でした。

幹事報告

会報到着　白鷹RC、能代RC
チャーターナイト予告案内

松戸東RC　4／3（土）

下関西RC　3／28（日）

最上RC　　5／2（日）

新庄農高校向町分校体育館
PM2．30～PM6　登録料4，000円

5／1ゴルフ大会

鳴子カントリークラブ

参加料5，000円

［蚕室∃
会員の移転先の自宅に電話がつきました
鶴岡市青柳町9－19　安藤足助君

TEL鱒∬2593

＼＼、＿ノ

＼ヽ＿／
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顔岡ロータリー

第588号

1971．2．2（火）

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊧5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficialto al】

concerned？

ク隔りを取り除こう寸

本日の出席　会　員　数　　61名
出　席　数　　　47名

出　席　率　77・05％

欠　席　者　阿宗君、長谷川（文）君、橋潤君
五十嵐（伊）君、栗谷君、金野君

展岸君、三井（徹）君、三井

（賢）君、中山君、斎藤（栄）君
佐藤（伊）君、薮田君、斎藤

（信）君

前回の出席　前回出席率　73・77％
修正出席数　　　53名

確定出席率　86．89％

メークアップ　林君一東京目黒RC

阿宗君一新庄RC

薮田君一高畠RC

阿部（公）君、上林君、黒谷君

手塚林治君、富樫君
一鶴岡西RC

ビジター

帯谷義雄君一鶴岡西RC
五十嵐単三君一鶴岡西RC

会員誕生

長谷川文清君、早坂徳治君、五十嵐八郎君
金野松弘君、中山一三君、斎藤得四郎君、
笹原桂一君、篠原一郎君、谷口晴敏君

奥様誕生

海兼幸子様、金井百子様、小野寺桃枝様、
大川晴子様

皆出席

2年間皆出席　三井健君

1月100％出席者　45名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（裏）君、安藤君

張君、長谷川（悦）君、早坂（源）君、林君、

飯自君、池内君、石黒君、五十嵐（三）君、
五十嵐（伊）君、五十嵐（一）君、黒谷君、五

十嵐（八）君、伊藤君、海東君、上林君、小

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う

告報席出



花君、小池君、今問君、敬岸君、三井（徹）君

、三井（賢）君、三井（健）君、岩網君、小野寺君

大川君、磨君、斎藤（栄）君、佐藤昇君、佐藤

忠君、新穂君、鈴木（弥）君、篠原君、谷口君
高橋君、手塚林治君、浮田君、富樫君、鷲田君
薮田君、上野君、鈴木（善）君

会長報告

過般当クラブの10周年記念誌が出来上り、

事務局の方から元会員の方々及び近隣クラブ
の方に発送しました。このことにつき御礼状

が沢山届いておりますので回覧します。また

元会員の吉村さんから、50周年誌有難うとい

う礼状と共に、何かに使ってくれとのことで

5千円送られてきました。これをスマイルボ

ックスに入れさせていただきます。

元会員では吉村龍次さん（NHK）、新野
武さん（山銀）、森田正一さん（山相）、大
竹鍾一郎さん（山鋭）、佐藤仁太郎さん（富
士石油）等から礼状が届いており、それから
バストガバナーの村上さん、安斎さん、佐藤

武夫さん、三島さんから、礼状が届いており
ます。クラブでは横手RC、田島RC、東京
RCから夫々礼状が届いております。

次にクリスマスカードがウインRC、オー

ストラリヤのキャンベラRC、サオスアンポ

イRCから届いております。

今日の例会の寸前に理事会を開き、そこで
決めたことをご報告します。この前にお話が
あったが、はっきりしなかった鶴岡文化会館
の寄付金については、当クラブとして18万

（25万円のうちの当クラブ分担分）をスマイ
ルボックスから出させていただくように決め

させていただきました。なお鶴岡西RCから

も内諾を得ており、合せて25万円を寄贈する
ことになります。

これは、改めて徴収するのではなく、スマ

イルボックスの基金の方から出させていただ

きたいと思っております。

それから、新年度までほ間がありますけれ
ども、次期の役員の選挙、この時期が近づい
ております。定款によると、次期役員の選挙

は総会で行うということになっており、総会

の1カ月前に予告をしなければなりません。

それで、3月2日の例会を、次期理事役員指
名の総会に切り換えさせていただくこととし

それの予告をいたします。ただそれ以前の間

題として選挙の方法を、定款の通りにやるべ

きか、それとも指名委員会で指名した方がよ
いか、指名委員会の方法を採るとすれば、ど

ういう構成をしたらよいか、というようなこ

とを次回の例会までにお考えねがいます。

その方法に塞いて、次期役員の選挙をさせ
ていただきたいと思っております。

若し、今日よい意見がありましたらご発言
をねがいます。

なお慣例によると、定款の通りやったとい

う記憶がないので、今までは選考委員会に拠

った方法が多かったようです。昨年の場合は

指名委員会に自分が入っていると、自分がな
らないと言うことがあり、絶対ならない人、

即ち元会長はこれに当てはまるので、その方
々が指名委員会を組織して決定されたようで

す。

それから、少し時期的におそくなり、これ
には種々事情がありおくれましたが、会員の

辻さんが12月一杯で退会されました。その意

志表示があり、理事会で承認したのでご報告
申し上げます。

またインターアクトの認証状の伝達式が2

月6日に行われます。

＼＼←－′

インター7クト認証状伝達式

出席要請について

安藤定助君

来る2月6日（土）14時から15時30分まで

高専において、インターアクト認証状の授与

式を行ないます。クラブの万々から沢山出席

をねがいたいことを、例会でお伝えして欲し
いと、電話で要請されたのでお伝えいたしま

す。この認証状の伝達式は、クラブの方の手　　＼ノ
ちがいもありおくれて申訳ないと思っており

ます。その方の罪はろはしもふくめ、また会

長からそう言った懇話のあったことも含めて
わずかの時間なので皆さんから沢山の御参加
をお厭いします。会員の中には未だ高専の校

内をご覧になったことのない方もお出でと思
い、そういう機会にご覧をいただきながらご

出席いただけば幸に存じます。
ちょっと、先方でも準備があると思います

ので2月6日の14時から15時30分までの認証

式にご出席していただけそうな方、挙手ねが
います。今のところ8名のようですが、出来

るだけ御出席ねがいます。



幹事より連結　委員会名称変更

この間配られたガバナースレ一夕ーで御覧

になった方々が多いと思いますが、従来の会

員推選委員会の名前が会員増強委員会に変っ
たそうで、ご連絡いたします。

会長より

唯今の会員増強委員会は名前が変っただけ
で内容は変らぬと思いますが、唯会員増強委

員会というと、会員増強委員会の人だけが会
J　　員を増強しなければならないという感にとら

あれると困るので、このことはウイークリー

にも書いてありましたが、1月は新会員を増

強する月間にあたるので、新会員として推選
する方があれば、増強委員会の方だけでなく

皆さんでおきがしわがいたいと思います。
これを会員増強委員会の方に申し上げても

よいし、また直接幹事まで、用紙に記入し提

出していただけば有難いと思います。
それから今日他にプログラムの用意がない

ので、先程申し上げた理事および役員の選挙

について一寸申し上げたいと思います。
ロータリークラブの細則を、多くの万々が

仲々読む機会がないかもしれませんが、これ
をご覧になっていただくとわかりますが、本

当の模範定款は、役員を選挙する会議の一カ

月前の例会で理事候補を指名する事を求める
と決めております。それから出席会員は何名
でも指名することが出来る。これらの指名は

投票用紙に記載されて年次総会において投票
に布せられなければならない。そして最多投

票数を獲得した何名かの侯補者をもって当選
者とする。

これが、本来の定款に定められた選挙の方

法であります。代案もあるが、この方法につ
いて次期例会まで是非御意見をおきかせして

欲しいと重ねておねがいします。

このことについて、池内君、早坂君、三井

健君より夫々発言がありました。
その発言集約の結果本例会を総会に切り替

えて選出の方法を若干の選考委員を指名して
行うこと、また選考委員の指名は会長が行う
こととし、次回の例会で発表することになり

ました。

幹事報告

会報到着
鹿児島西RC、八戸RC、村山RC、

米沢RC、郡山RC
チャーターナイト案内

大船渡西RC　5月2日（日）

豊田西RC　　4月29日（木）

秋田北RC　　3月14日（日）

於　秋田第一ホテル

登録料￥4，00q　申込〆切　2月20日

例会変更
鶴岡西RC　2月12日（金）pM6．00

親　睦　会

湯ノ浜温泉　竹屋ホテル
登録料　￥1，000円

張先生発言の

会員豪族アルバム作成について

1月5日の例会で、張先生から御提案のあ

った会員家族のアルバムをつくっておいたら

どうかという御提案がありました。

実は今日の理事会で、つくるか否かを検討
しました。たしか、そういう話の出た発端は

去年の11月頃に実施されたファイア・サイド
・ミーテングのときに、新入会員の方が、会

員の名前と顔が一致しなくて困るということ
で、会員名簿に写真がついておれば、大変便

利だと言うようなことが話の発端ではなかっ

たかと思います。

それで張先生のお話は、それを一歩拡げて

家族の写真、しかもアルバムにしてクラブに

保存しておくということに提奏されました。
しかし前にも家族の方の写実を会報にのせ

るというお話が出たときにも、仲々集らなか

ったという前例もあるので、家族の方までそ

れを拡げることはちょっと無理ではないかと

思います。それで会員名簿に会員の顔写真を
のせるということはよいお考えと思います。

ただ今年の場合は、会員名簿が7月に作成し
て出来ております。余りその後変更がなく、

かつ費用もかかるので、来年度あたりでも会

員名簿をつくる機会に、そういうアイディア

を活していただいた方がよいという結論にな
って、次期の会員名簿作成担当の方にお考え

をねがいたいという結論になりましたので御

報告申し上げます。



会長報告にあった書面の一部紹介

会長から報告があった、柑周年誌送付先の

元当クラブ会員のうちから、古い会員の礼状
を転載披露いたします。

吉村龍次氏の礼状

拝啓
毎日お寒い日が続いておりますが、鶴岡ロ

ータリークラブ会員の皆様には、お変りたく

お元気にお過ごしのことと心からのお喜びを

申し上げます。
本日はクラブ創立10周年記念史誌をお送り

頂きまして厚く御礼申し上げます。

今日は暫くぶりで休暇をとりまして、自宅
で会社の雑務やら、身辺の整理をと思ってい

たところ、この記念誌が届きまして、早速読

ませていただき懐しい皆様のお顔やら、お話
しやら……　思わず、一目を記念誌のために

費してしまい、一日の計画が嬉しく狂って終
った訳です。

10周年の記念日は、会社設立のための多忙

さにまざれて、お祝いの微意も表さず、大変

申し訳なく思っていた次第です。

蘇りみて、クラブにお世話になり、皆様と
の暖い御親交をいただきながら、何のお役に

も立てなかったことが後悔されて来ます。
然しクラブ会合の殆んどに出席させていた

だき、当時の記念写真に記録されているのを

拝見し、自然にロータリー精神が身について

きていることが判りました。

唯今はクラブとは離れておりますが、貴ク
ラブで教えて頂いた精神は、身の中に、心の

中に、何処かに燃え続けております。
今日は一日懐しい皆様方の想い出に、楽し

いときを送ることができまして本当にありが

とうございました。

本年は是非鶴岡へ参上いたしたいと存じま

す。

本日は楽しい日でしたので、同封心ばかり
でございますが、貴クラブへスマイルさせて

いただきますから、よろしくお願い申し上げ

ます。

どうぞ皆様いつまでもおすこやかに・‥…

お元気で……

敬具

1971．1．29

鶴岡ロータリークラブ御中

台　村　龍　次

佐藤仁太郎氏の礼状

会員御一同様には御繁栄の御事と存じ上げ
ます。

最近私事も別に異状もなく過ごして居りま
す。先日は創立10周年記念史御贈り下さいま
してありがたく拝受いたしました。御礼申し

上げます。
私事も今年は子供の関係しております会社

に席を置くことになり、寒いときは埼玉の方

で生活することになりましたので、あちらの

友人の方々がクラブ入会をすすめております
ので、どうしようかと考えて居ります。

その際は、バスト会員の紹介証明を蔽うこ

とになりますから、よろしくお願いいたしま

す。
また春頃には、プアツシト三二／う／ヨウ界見学

やらで、業界の方々と、那覇、台北、香港、
マニラ、サイゴン、シンガポール方面へ旅に

出る予定もあります私で、その際は海外のク
ラブにも出席出来るかも知れません。

取急ぎ御礼迄申し上げます。

1月31日

鶴岡ロータリークラブ御一同様

鶴岡にて

佐　藤　仁太郎

lこ己部丁正i

第586号会報の2真下から3行目に累積赤
字と記してありますが、今年度赤字の誤りで
あります。

このことをおわびして訂正いたします。

＼
＼、＿ノ

＼－ヽ＿／
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闇　器㌔…3記三言ACLUB

武将ロータリー

第589号

1971．2．9（火）

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊨5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

concerned？

阜隔りを取り除こうも

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　61名
出　席　数　　　45名
琵　席　率　73．77％

欠　席　者　阿宗君、荒明君、長谷川（文）
君橋浦君、平田（圭）君、五十嵐
（一）君、金野君、三井（徹）君
岩網君、慶君、斎藤（栄）君、
鈴木（善）君、篠原君、谷口君
佐々木君、津田君

前回の出席　前回出席率　77．05％
修正出席数　　　54名
確定出席率　88．52％

メークアップ　五十嵐（伊）君一東京西北RC

阿宗君榊新庄RC
薮田君一高畠RC
嶺岸君、三井（徹）君、三井（賢）
君佐藤（伊）君一鶴岡西RC

ビジター

土田高之壷君一村上RC
原田行雄君一鶴岡西RC

会長報告

さきの例会で、次期の会長を指名するため
の指名委員会を構成することに決り、指名委
員の選定は会長に一任されました。それで、

これから読み上げます方々から大変御苦労で
すが、次期会長の指名委員となっていただき
選考のために御協力をねがいます。

なお指名委員の中に会長侯補が入ってはう
まくないとのことで、絶対候補に上らない方
（即ち、元会長に就かれた方々の中）から選

ぶとして、簡単ですが元会長のうち年代の若
い万から6名、それに私を加えて7名で構成
したいと思います。
それには斎藤栄作さん、張さん、早坂源四

郎さん、斎藤得四郎さん、石黒慶之助さん、
三井徹さん、それに私を含め7会で構成する
ことにいたしますのでよろしく御協力をねが
います。

本日例会後に一寸集っていただき、いつ第
1回の会合を行うかについて打合せしたいと
思いますのでお残りねがいます。
次に10周年記念誌をお送りした方々のうち

次の方々から丁重な礼状が届いているので、
お名前だけ発表させていただきます。河村秀
一郎さん（日通）、八丁目さん（NHK）、

鈴木昭治さん（明治生命）、高橋無一さん
（NHK）バストガバナー伊部政次郎さん、

真崎健夫さん、斎藤堅治さん、高橋与市さん
安藤徹さん、穴沢義一さん、他クラブから猪
苗代RC、仙台RC、村山RC、会津若松南
RC、鹿児島RC、それに山形市の庄司晋作
さん（ガバナーノミニー）また鶴岡市立図書

館からきております。これらを回覧します。

会
報
は
ご
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それから今日、米山奨学金寄付金納入明細
書がきているので回覧します。これには353
地区の各RCの米山奨学金の寄付金の累計金
額が記してあります。因みに申し上げますと
当クラブは36万9千500巴となっており、ベ
ストテンの5っブ月額こ入るよ戸軒転＼

また、2′オ6日に鶴岡高専のインターアク
トクラゲの認証状の伝達式があり、会員の佐
藤伊和治さん、小花さん、張さん、石黒さん

／書芸警羞
ん、三井健さん、安藤さん、阿部裏

／さん、それに私が出席しました。いろんな事
／情のため、認証状の伝達式がおくれたようで

すが、幸いに鶴岡高専はOBといってもまだ
、、学発があるので、発会の当初に活躍された方

篭讐され、なごやかに盛大樫に行われまし
彼等は大変張切っております。これからど

のような活動をされるのか後援団体としての
RCも彼等の活動に何等かの援助の手を差し
のべたいと思います。大きなことは出来ない
としても、或は精神的な支えにでもなれれば
幸いに存じます。

インターアクトクラブの委員もローテーシ

ョンして行く訳ですが、その中に経済的な面
も当然として、精神的な面でも支えにでもな
ってあげれば、彼等としても、たよりになる
と思うのでよろしくねがいます。
それから2月23日は、国際RCの創立記念

日にあたるので、当日はロータリーのことに
ついて元会長をやられた方のうちからスピー
チおねがい出来れば有難いと思います。プロ
グラム委員会の方で何か考えておりましたら
そちらの方でとりはこびねがいます。
なお2月23日は例会日にあたります。

日本経済の現況について　　池内方平君

今日は最近の経済事情について、新聞、T
V、雑誌できいたり読んだりしたものをとり
まとめてお話ししたいと思います。
現在の日本の経済は皆さんも御存じのよう

に、景気にかげりが出て、冷却状態というか
下降気味にあることは御承知の通りと思いま
す。

こういう現象は、いつまで続くかというこ

と、或は回復する見込があるかどうかという
こと、こういう問題を我々は常に考えさせら

れるところであります。
日本の経済は、今から5年前昭和40年頃か

ら非常に成長が速く、5年間連続し成長して
きたのですが、昨年の秋から調子が変ってき
ております。そのよってきたところは何が原
田かということを考える前に、今から3～4
年前にアメリカのハドソン研究所のノ「、・一一マン

カンが21世紀は、日本はアメリカをぬくだろ

うといったことはご存じのことと思います。
経済評論家とか、いろいろのおえら方が常

にこの言葉を使っているのです。1月新聞で
みたのですがエコ」・・一ヨークタイムスの18日の

記事にそれに摂似したことが載っておりま
す。

それは16世紀はスペイィソがリードし、17世

紀はフランスがリードし、18世紀ほとんで、
19世紀はイギリス、20世紀はアメリカであっ

たと、それで21世紀は日本であろうと記して
あります。これは′、－マーカソが言ったのと
やや似たところがあります。それが本当か香
かほ、我々が相当疑問を持つところでありま
す。

世界経済の動きを振返ってみますと、1，700
年即ち今から270年前を前後として約30年の
問に産業革命がおきております。

ゼームスワットが蒸気機関を発明して、或

は当時織機が発明されたのが産業革命になっ
ております。それで金持が機械を買って工場
をつくる。そして労働者を雇傭する。こうい
うので世界の資本主義が始ったのです。それ
が段々資本主義が大きくなっていく。要する
に労資関係で、経営者、云うなれば資本家と
いうものは労働者を搾取するというようなこ
とで1850年代からマ′レクスの経済理論が出
て、結局これを攻撃したのです。それが相当
永く続きましたが、資本主義の欠陥である即
ち資本家は太るが、労働者は貧乏になるとい
うような形、これはマルクスが言う通りで
す。それで1929年～30年、即ち今から40年前
ですが、イギリスの経済学派のケインズがケ
ィソズ経済学として新しく出てきたのが完全
雇億の資本主義失業者を出さない社会、福祉
国家をねらう完全雇億の経済体制、これがケ
インズの経済学といわれております。
これは社会主義の体制に、社会主義は計画

経済で完全雇僻の体調をとっておりますが、
資本主義はそれが出来ずに失業者を出してい
たということ、これはまずいということで、

社会主義に対抗するためには、ケィンズの経
済学による完全雇傭体制の経済機構いわゆる
政府が、有効需用を誘発し、喚起すると。そ
して労働者を全部雇うという形。これがケイ
ンズの経済学として40年前に発表されたので

す。日本の場合は池田内閣が下村治さん、稲
美秀三さんと、2人はケィンズ経済学派の人
ですが、この人をブレーンにして所得倍増を
今から10年前にやられたのです。それが、一
応軌道にのって、この10年間、日本の生長が
非常に好調であったのです。大体10年間にG
NPは4倍になっております。それほど成長
した訳です。

ここまできて、これからアメリカで云って



いるように、ハーマンカソが云っているよう

に、或はニューヨークタイムスが云っている

ように、日本の成長はこれから15年（未来学
者が云っているように15年過ぎれば4倍に成
長すると云っている）すぎれば果してそうい
う風に出来るものかということです。いわゆ
るケインズの経済学に云う完全雇傭100％近
い稼動力のある人達を100％近く雇傭する目
的で、新しい経済学を発表したのですが、現
在の日本では100％を超しているのではない
かと。日本の産業構造と日本の工場の最近の
拡張によって、日本の労働者は大体6千5百
万人位いると云われているけれども、それを
超えた設備をした場合において、あるいは7
千万～7千5百万という労働力を必要とする
日本の産業形式になったときには、人が不足
することは当然です。これはケインズの経済
学をオー㌧パ」した一つの経済政策に成り立っ
ているではないかと思うのであります。

皆様御承知の通り、アメリカのニクソンは
ここ1年か1年半はどデフレ政策によって物

価抑制をやったと。ところがそれが失敗した
と。それで、物価を犠牲にして今ではインフ
レ政策をとっているということです。
これの原因としては、失業者が6％になっ

たということによって、いわゆるケインズの

近代経済学における失業者を出したというこ
とは、共和党首班であるニクソンとしては失
敗であるということです。それで方向転換し
た訳です。現在の経済学から行くと完全雇傭
体制96％位だそうですが、4％位失業者が常
に存在するということで、完全100％という
ことはあり得ないことで、96へ97％の人を働

かせればそれはバランスのとれた安定経済と
いうことになるのだそうです。

アメリカは6％の失業者が出たので、急に

物価抑制を無視して失業者をへらすことに今
切替えたのですが、日本の場合は、既に労働
者が不足の状態にあるほど成長した日本経済

）　　が、今後この上にまた成長を続けるならば、

未来学者が云うように5年で倍になるとか、
15年で4倍になるというような成長を続ける

ならば、ますます労働者が不足となって、こ
れは今のケインズの経済学の理論から離れて
しまった特別の経済学がここに発生しなけれ
ば、日本はバランスとれないではないか、と
思います。それで最近では、新しい経済学、
即ちケインズの経済学を上廻ったもっと新し
い構想の経済学が生まれなければ、資本主義
社会の経済成長は続けないではないかといわ
れています。

人はあって工場が動く。或は自動化すると
か省力化の機械をつくるとしても限界があり
ます。やはりビル一つたてても、人の20人や

30人は必要であるということ。そういうよう

に働く人は必要であるが、働く人を急に求め
ることは出来ない。そういう意味において、

建物が、或は工場が、3倍になろうが4倍に
なろうが人がいなければ動かないではないか
というところに、経済が追い込まれているで
はないかと。最近ではスタブグネ←‥シ㌧三二／と

インフレr∵ンヨンがごっちゃになっていると

いうこと。これは今の企業政策においてはど

うすることも出来ない。物価を下げるために
は通価をへらすこと。これによって或程度景
気を押えることが出来るが、それは必ず大き
なパニック反動につながると。反動につなが
れば佐藤内閣は総辞職しなければならな
い。

クソソだってそうです。だから今の政治
家は反動までおこして物価を下げることはし
ない筈です。そうすれば当然物価は下らない
のです。物価が下らずに不景気が続いた場合
に、一体どういう事になるか。極端な例で行
きますと、金融的にパニックを誘導してふる
いにかけると、こういうより他に方法がない
ではないかと私なりに考えるのであります0

これは無謀なことですけれども、他に方法
がなければ、そういう形をとらざるを得ない
ような場合もおきるではないかと。それで現
在の日本経済は成長が速いだけにまだまだ速
い成長を続けようとしている。46年の日本の
成長は10・9ですが末だ高いです。フランスで
6％、西ドイツやアメリカで2～3％で、日

．；一・・∴∴∴∴∴－‥－‾∴さ
ということ。これは非常な危険をおかしてい
るでないかということ、日本の経済が急ピッ
チで走ってきたものが、今一寸いきがきれて
いるので、もたもたしていますけれども、在
庫調整がすめば、今年の後半期には再びスタ
ートするだろうという風なことを言っていま

すけれども、果してスタートするだけのスタ
ミナがあるかどうか、またそういうことをし

て日本の経済が安定成長になるか、非常に疑
問のある点であって、そういう意味で私が申
し上げたケインズの経済学の行きづまりで、
これからの世界の経済に新しい経済学が生れ
てこなければ、これをきりぬけることが出来
ないではないかと、このように感じる訳であ
ります。

過日野村証券の人と話したときにも、先方
でそう云っておりましたし、私も今の行きず
まった日本の状態をどうして救えるんだとい
ったところが応えがなかったのです。
だから新しい時代には新しい今日をあみ出

さなければならないと。それほど世界経済
は、特に日本経済は追いつめられているとい



うのが現状であります。
皆さんも、そういう意味で、毎日の新聞をご
覧になればいささかわかるかと思います。

そればかりでなく、現在の日本の一番大き
な問題は、いわゆるェネルギーの問題があり
ます。エネルギーの問題は次回にゆずること
にし、今日は追いつめられた日本の経済とい
うことで話を終ります。

創立10周年記念誌送付先からいただ
いた礼状のうち一部の紹介

第350区′ミストガバナー伊部政次郎氏
の礼状

昭和46年2月1日

鶴岡ロー一クリークラブ会長

小池繁治様
謹啓、貴クラブ益々御隆昌の趣大慶至極に

存じます。
扱而今般貴クラブの創立10周年記念史をお悪
送いただき、御芳志渦に有難く厚く御礼申し
上げます。小生が第350区ガバナーの時に貴
クラブのチャーター伝達式に出席して、貴ク
ラブの今後の発展について御期待申し上げ、
色々と運営のことについて御注意申し上げか
つ御激励申し上げましたが、あれから早や10

周年を経たということと、御期待申し上げま
した以上に隆々と御発展を実現されたことは
本当に心嬉しく存じている次第です。10年史
を拝見致しますに、至るところに編集の御苦
心がうかがわれ、他クラブの同様のものに比
較して、正に出色の出来栄になっておりま
す。特に交換された内外クラブのバナーが洩
れたく掲出されていますが、この事は他に炉
例のない編集方法であり感服しています。小
生にとってもよい記念になる貴重な史料とし
て永く保存いたしたいと存じています。御承
知の通りロータリーの発展は無限であります
ので、今後共ロータリーの理想の拡大に鋭意

御努力下さいます様祈念申します。会員各位
の御多幸を祈ります。不坂敢御礼まで。

謹言
第350区バストガバナー

伊部政次郡

元会員河村秀一郡民（日通）の礼状

拝啓厳冬の勘り、会員の皆様にはますます
ご健勝にてご活躍のことと心からお喜び申し
上げます。
平素は御無沙汰のみいたしまして大変申訳

なく深くお詫び申し上げます。
さて、この度貴クラブ創立10周年記念史を

ご恵送に預り、まことに感激いたしておりま

す。ご懇情の程厚く御礼申し上げます。

一貫一貫をあの時この時となつかしく想い

出深く拝見いたしました。またかえりみて、
何等のご尽棒もできなかったことを申訳なく
思っております。しかし貴クラブの皆様より
ご指導をうけました「奉仕の精神」は今も忘
れることなく会社の経営に反映するよう努力
いたしておりますので、幸にお得意先あるい
は労働組合の深い理解と支援により、健全経
営の途を辿っておりますことは、まことに感
銘に堪えないところと思っておりますととも
に、在会中頂戴した皆様の温いご交苗は終生
忘れることはない、いや忘れることはできな
いと心に誓っております。

今後貴クラブのますますご発展と会員皆様
のご繁栄をお祈り申し上げ、お礼の詞といた
します。　　　　　　　　　　　　敬具

2月1日鶴岡ロータリークラブ

会員ご一同様

河村秀一郡

元会員八丁日直正氏（NHK）の礼状

拝啓酷寒の侯益々ご清祥のこととお慶び申
し上げます。
平素はご無沙汰に打ち過ぎ誠に申訳ござい

ません。お許し下さい。
さて、このたびは、私などまで立派な創立

10周年記念史のご恵贈を賜わり身に余る光栄
に存じ、一生涯の記念として有難く頂戴いた
しました。

在鶴当時は公私共に大変お世話になり記念
史を拝見するにつけ、会員の皆様方の慎しい
想い出の数々が、走馬灯の如く廻り、改めて
探く感謝している次第でございます。ありが
とうございました。

会員の皆様方にもよろしく御鳳声願えれば
幸甚でございます。

末筆ながら会員一同のご健康と益々のご繁
栄を祈念いたし、略儀乍らとりあえず御礼申
し上げます。　　　　　　　　　　敬具

2　月　4　日

鶴岡ロータリークラブ会長様

八丁日直正

幹事報告

会報到着

東京　R C

チャーターナイト案内

浦和東RC　5月9日（日）

記念講演　文化庁長官　　今日出海兵
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四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

concerned？

も隔りを取り除こうク

出席報告

本日の出席

欠　席　者　平田君、五十嵐（一）君、金野

君、嶺岸君、三浦君、斎藤（栄）

君、斎藤（信）君、新穂君、笹

原君、谷口君、手塚林治君、

上野君、薮田君

前回の出席　会　員　数　73．77％

修正出席数　　　50名

確定出席率　81．97％

メークアップ　阿宗君一新庄RC

五十嵐（一）君、磨君、鈴木（善）

君、三井（徹）君一鶴岡西R．e

ビジター

佐藤広雄君一北海道恵庭RC

林政一君一酒田RC

スマイル

橋滞君長女出生のため。

三井徹君一経営する病院において上記誕生

のため。

会長報告

今日は、次期会長の指名委員会を取り行い
ました結果の報告を指名委員長からやってい

ただきます。

それから、麻俊雄君を、このたび米山奨学資

金の学生として推選しましたところ、米山奨
学資金筋の方からも連絡があり、奨学生とし
てパスいたしました。それで4月から正式に

奨学生として取扱うことになったという通知

冨ご認諾：詣警詣仝冨言㌘拶を受け
／次長当クラブと姉妹クラブになってお。ま
すニュープランズウィックのRCは創立50周

信∴＼1∵．十∴、卜‥十言1
日ディナーダンスと書いてあるので、夕食を

すましてからのダンスバーチーでなど亘られ
たプログラムでないかと思います。向覧しま

す。
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それからベルリンのRCからクリスマスカ
ードが、また当クラブで10周年記念史を送っ

た鶴岡徒尊のインタートクナクラブの会長遠

田茂君から礼状が届いているので回覧しま

す。

先程申し上げた財団法人ロータリー米山記
念奨学会の方から正式な書面が参っておりま
すので読み上げます。

貴クラブからご推選いただきました米山奨

学金候補額俊雄君に対し、次の通り奨学金を
支給することになりましたので御通知申し上

げます。奨学金月額3万円、支給期間昭和46
年4月から昭和48年3月まで、今後ともよろ
しく御指導賜りたくお願い申し上げます。

と記してあります。

頼俊雄君の挨拶

皆さん今日は、お蔭様で米山奨学資金をい
ただくことになり、どうも有難うございまし

た。特に小池会長さんと、上野さんお忙しい

ところ、いろいろお世話になり、どうも有難

うございました。今後もどうぞよろしくねが
います。

会長報告の続き

今日は時間の関係でお話を承われません
が、当地におられるので度々例会にも出席し
ていただき、台湾のRCとも親交を深めてい

ただけば幸に存じます。

前回の例会でもお話ししましたが、次回の
23日の例会は、ロータリー創立記念日に当る

ので、特別のプログラムをスピーチの中など

に採り入れていただくようプログラム委員会

の方で取計いねがいます。

それから前回の例会で、次期会長の指名委

員会を発表して、早速指名（選考）委員の方
々から集っていただき、選考させていただき

ました。その決定については委員長の早坂源

四郎さんから御報告をおねがいいたします。

次期会長の指名について　　早坂源四郎君

指名委員会の選考の結果を御報告申し上げ
ます。次期会長として私共全員一致で、三井

賢二君を次期会長に御推選申し上げることに

いたしました。三井君は、佐藤伊和治さんが

会長のときの名幹事で、その後理事副会長
を歴任された練達のロータリアンでありま

す。私共同君が早速御承諾いただけるもの
と、本日の席上で御承知いただけば幸に存じ
ます。

次期会長指名をいただいて　　三井賢二君

唯今、早坂指名委員長より、次期会長候補
の指名を受けましたけれども、私自身未だ腹

も決っておりませんし、かてて加えて昨年の

暮以来体が不調であり、今日も午前中荘内病
院で診察を受けてきた状態であります。従っ
て、会長をお引き受け出来るかどうかは、次

週まで御待ちいただきたいと思います。

会長職務と健康について　　　　張紹淵君

ちょっと会長のことにふれますが、三井先
生が会長に就任するときも、三井先生が非常
に健康のことで心配しておりました。今度の

三井賢二さんも、健康上のことで随分心配さ

れているようです。会長をやられると非常に

健康がよくなります。どうか健康が悪いこと

なら、健康を回復するために会長になられる
ことをお奨めします。というのは経験による

と安斎先生がそうでしたが、山登りなどをし
た方ですが、健康をそこないよくなかったと

きにガバナーの重責に就いて、いけるか否か

案じていたが、やりはじめたら体調がよく
て、今でも富士山に登りたいと言っている状

態です。三井先生もそうです。大変健康をそ
こなったかに見えましたが、前年度会長をや

られてから健康快調そのもののように見受け

られます。どうぞ、そのような訳で、こころ

よく御引受け下さるように、三井賢二さんに

ねがいます。

世界のエネルギーの現状について

池内方平君

前回は日本経済の行きづまれる現況につい
てお話ししましたおわりに、磯会があればェ

ネルギー問題について少しお話したいと言い
のこして降壇しました。

今日は別にスピーチの予定もないそうです

から、暫時私のもってるものをお話し申し上

＼
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げたいと思います。

皆様御承知のように、石油問題は今日見通

しがついたようであります。石油産出国が、

値上を要求したのです。これに対してメジャ
ーいわゆる石油資本、8つありますが、アメ

リカ、イギリス、フランス、オランダの中の

8つの石油資本があって、それとの折衝が話

しついて、1バーレル当り35セ∴／トの値上を

のんだということです。

これから借上の問題が精製会社でどの位ま

で値上げするのか、我々消費者にどういう風

にひびいてくるのか、そこのところが問題ら

しいようです。きくところによれば、約石油

の売上が3兆円といわれ、そのうち1兆円が

税金だそうです。今月のテレビでも、石油連

盟の出光会長が言っておられましたが、結局

税金を或程度下げてもらって、その分で或程

度負担するし、それから自分等もいささかな

りとも努力すると。それから商社の方も負担

していただきたいと。こういう事で、これか

らの問題と言っておられたので、物価騰貴の

現段階において、石油そのものが上るとすれ

ば、また物価にひびいて行くことは当然であ

ります。

ますます物価は高くなる方向に進んでいる

訳ですが、しからば石油というものが世界に

どの位あるかというと、日本経済新聞に出て

いるのをみますと、中東アジアは世界の産出

量の70％位出しているということです。外に

東南聴細亜とかアメリカ、カナダ、南アメリ

カと、こういうところに産出されますが、全

体の70％が中東アジアから生れ、日本がそこ

から90％買っている現状です。

世界の確認された石油の埋蔵量は、約600

倍トンをきっており、5百90億トン位です。

世界で一年間に消費する石油の量が、23億ト

ンで、これで約600億トンの確認された埋蔵

量を割りますと、25～26年しかない訳です。

これから、こうい出う状態になりますと、

日本も、一つも石油を掘りす井戸をもたない

ので、資源開発をやって石油を開発しようと

いう政府の方針が決ったようですが、これか

らの問題ですので、果たして頻り当てるか否

かはわかりません。

我々も近代産業においては石油というもの

は、我々の血液に相当するものでありまし

て、石油なくして産業なしという状態です。

日本では大体1億8千万トン位消費しており

ます。これから年々消費量がふえて、1985年

即ち10年後には約4倍になるだろうといわれ

ております。それで年間8億トン近い石油を

消費することになります。

それがあって、はじめて日本の高度成長が

15年間続く訳ですけれども、石油が若しなか

ったならば、日本の産業という　ものは、足

ぶみ状態になるのではたかろうかと思いま

す○

さきに石炭エネルギーから石油エネルギー

に変りまして、まだそう永い期間は継過して

おりません。

昭和16年即ち今から30年前には、日本で約

230万トンの石油を輸入しておりました。現

在の1億8千万トンに比べ何百倍という開き

があります。

その石油埋蔵量のさきが見えている現在、

今後一体どうなるだろうかと。日本が自衛隊

の四次防とか何かに盛んに軍備拡張をやって

いるように世間では吹聴されておりますが、

如何に兵器をつくっておっても、石油エネル

ギーがなかったなら飛行機も飛ばないし、戦

車も動かないという状態になります。勿論自

動車も動きません．〕工場も動きません。そう

いう日本には石炭は別として石油がないとい

うこと。現在は液体燃料を使っているので石

炭では間に合わないということです。

日本の将来として、石油をもたずに伸びる

ことがあり得るかどうかについて、よく原子

力がどんどん開発されるから大丈夫じゃない

かと考えている方があるようですけれども、

原子力にもウラン燃料が必要です。

日本は今アメリカから濃縮ウランを買って

おりますけれども、そのウラン鉱も、世界各

国がさがしておるが、そうないのです。日本

では島根県ですか、鳥軍県ですか人形峠に少



しあるということはきいております。しかし

これは問題にならない量ということです。

現在先程申しました石油の大資本メージア

連中も、既に将来を見透して、ウラン鉱をさ

がしているとのことです。それは莫大な資本

をもっておりますので、金にいとめなく、ウ

ラン鉱の調査をやっていると。そして鉱区の

申請する具合で、石油よりも次のエネルギー
をねらって彼等は網を張っているということ

であります。

核燃料のウランのエネルギーはそのような

状態でありますので、ウランの核分裂反応の
エネルギーを使うのも、ウラン鉱がなければ

出来ないので、これも限られたもので、寿命

は原油よりも早いかもしれません。

次にならうのは、核誘合反応これは非常に

無限大、太陽のエネルギーが、核誘合反応の
エネルギーであります。太陽のエネルギーと

同じエネルギーを造り出そうとして現在、い

わゆる誘合反応の研究中なのですが、これは

海水の中には重水があり、垂水を使用するこ

とにより無限に我々はェネルギーがとれるこ

とになります。これが解決しますとェネルギ
ーは完全に解決することになりますけれど

も、これがまた非常に難しい問題がある訳で

す。

温度が＝億度以上を必要ということ。現在
の我々の知っている範囲内における。物質の

熔解点は、精々5千度以下です。それで鉄は

1，500度、タングステンでも3，000度～4，000

度で駄目になります。

そのような容器がないので、1億度からの

温度をどういう風に使って誘合反応のエネル

ギーを集取するかというところに大きな問題

がひそんでおります。

人炉の将来を考えますと、石油エネルギー

は先が見えてきていること、ウランだって大

した期待は出来ないが、石炭は相当の埋蔵量

があります。これは500年位は使えるとのこ

とです。それで再び石炭エネルギーに帰るの

か、その前に核誘合反応のエネルギーを人間

が開発することが出来るのか、これが一つの

問題であります。

若しそれがちぐはぐになった場合には、人

類の世紀は完全にとまるだろうし、或は50年

や100年はバックしなければならぬようにな

るかもしれません。そのときには再び山の方

に薪炭屋がどんどん復興するかもしれませ

ん。そういう時代がこないとは誰も保証して

おりません。

どうぞ、エネルギーというものは、非常に

我々の発展、人塀の文化には重大欠くべから

ざるものであるけれども、それがすでに先が

みえているものがいくつもあること。

現在我々が使っているものは、20年、30年

もたない状態にあるのだということをお考え

ねがって、日本の経済発展とェネルギー問題

というものは非常に大きな問題であるという

ことを御認識ねがえれば、今日の話の目的は

達したと思います。

幹事報告

会報到着　鹿児島RC、上の山RC、酒田

RC

例会場変更

山形西RC－3月1日～6月30日

会場大沼デパート改築工事のため、その

間山形商工会議所内三浦記念館において

行う。
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊧5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwill and

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficial to all

concerned？

や隔りを取り除こうヽ

出席報告

本日の出席　会　員　数　　61名
出　席　数　　　36名
出　席　率　59．02％

欠　席　者　荒明君、長谷川（文）君、早坂
（源）君、早坂（徳）君、林君、
平田君、五十嵐（一）君、伊藤君
粕川君、黒谷君、小花君、金
野君、三井（徹）君、三浦君、
簑網君、斎藤（栄）君、斎藤
「信）君、佐藤（昇）君、佐藤

（忠）君、新穂君、笹原君、手
塚林治君、篠原君、上野君、
薮田君

前回の出席　前回出席率　78．69％
修正出席数　　　53名
確定出席率　88．52％

メークアップ　薮田君一天童RC

嶺岸君、新穂君、手塚君
一鶴岡西RC

上野君一温海RC

ビジター　方谷伊右工門君一酒田RC
石寺竜象君、阿部正男君、
菅沢久弥君一鶴岡西RC

会長より本日のスケジュールの紹介

本日23日は、恰度ロータリークラブの創立
記念日にあたりますが、それについてのスピ
ーチなどは、次の機会にゆずることとし、来

年インターハイの水泳部門が鶴岡で催される
ので、それに係る話を五十嵐伊市郎さんから
おうかがいすることにします。

それから、過日指名委員会で指名いたしま
した次期会長が決定される筈でありますので
一寸挨拶をしていただきます。

次に、当クラブ創立以来利用させていただ
いた例会場ひさごやさんの主人村山吉郎氏が
なくなられて、昨日葬儀も済まされました。
今日またお忙しい中を無理にこの会場を利用
させていただきました。ここの子息さんから
一寸ご挨拶させていただきたいとの申し出が

ありましたので、お受けしたいと存じます。

ひさこや新主人村山貢氏の挨拶

永い間いろいろお世話になりましてどうも
有難うございました。ロータリークラブから
お見舞やら、生花などをいただいて本当に有
難うございました。今後とも何卒よろしくお
願いいたします。長い間の御厚志に対し厚く
御礼申し上げます。

会長報告

先程も申し上げましたが、今日が国際ロー
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タワーの創立記念日に当ります。幸に当ロー
タリークラブが、ロータリーフアンディショ

ンの700％になったというしらせが今日入っ

ております。70D％というと会員1人当り10

ドルで100％クラブに当るので、12月31日現

在の人数で割って行きますと、64名の（当時
64名）会員が1人70ドルのファンディシ三ン

が積み重ったということで、700％のクラブ
になったというしらせが届いているのです。

これもポールハリスフェローの張先生、同

準フェロ・－の小花先生の申込があったので、
当クラブとしての寄付よりも、個人的なロー
タリアンのご努力によって、私共全体が名誉
ある700％になったということを附言いたし
ます。諸先生達どうも有難うございました。
次に次期会長候補から、会長に就任するか

否か、1週間の問待ってはしいとの要望があ
り、これからその返事がきかれるものと思い
ます。

次期会長就任について　三井賢二君

先週次期の大役を是非ともという夙な話が
ありましたが、私は1週間じっくりと考えて
みたところ、これはきっぱりとお断りいたし
ますと申し上げたいのでありますが、これ以
上選巡するということは、クラブの運営にも
重大なる支障をきたすものと思いまして、余
儀なく引受けることにいたします。この間申
し上げましたように体の具合も不調でありま
すし、7月よりの就任期間中、或はこの場で
ブッ倒れるという場面もおこるかもしれませ
んが、その節は張先生よろしくおねがいしま
す。

以上のような訳でありますが、皆さんの御
協力を切におねがいします。

なおその後会長より、次期会長も決ったの
で次期会長指名委員会は本日をもって解散す
る旨申し述べられた。

水涙のインターハイについて

五十嵐伊市郎君

鶴岡で催される永泳のインターハイについ
て、私のわかる範囲のことを申し上げます。
来年の8月に全国高校総体の水泳部門が鶴

岡でやられるにあたり、皆さんも新聞その他
で御存じと思いますが、日報に出ている略図
の形式でやりたいと思っています。ただし、
3種目のうち、1つがのがれております。こ
れは飛び込みであります。

飛び込みは何故やめたかと申しますと、親
連盟の方の日本水泳連盟で、飛び込みはやめ
た方がいいではないかと、こういうアドバイ

スが、また私の先輩後輩も、飛び込みほやめ
た方がいいこと。あゝいったものに金をかけ
ない方がよいと、とび込みの専門家までがそ
のように言っておりました。というのは選手

がいないではないかと。東北でとび込みのプ
ールをつくって何になると。それよりもイン

ドアのプールをつくった方がいいではないか
と、こういうアド／ミイスがあったので、それ
でやめることにしました。それで飛び込みは
現在のところ埼玉県の方に行くようです。

競泳と水泳（水の中のバスケットボールみ
たいなもの）の2つは鶴岡でやる予定で、唯
今着々準備をすすめております。

以上が概況ですが、これは文部省ならびに
NHK、各県、各開催地の市町村がこれにあ　／√
たることになっており、なお水泳と柔道は鶴　＼、＿．
岡市の担当で鶴岡が全部やらなければならな
いことになっております。それに高体連があ
るわけです。

プールの概況を申し上げますと、元の陸上
競技場の処へボーリングをやっております＿
ポーリングは水がどの位出るか、飲料適か不
適か、これらを調査中であります。まだどこ
の会社に仕事をさせるかということは決って
ないようですが、3月の中旬から、このプー
ルの工事にかかりたいと思っております。完
成は、今年の9月頃という訳です。それで多
くの方々からスタンドはどうなるかとよくき
かれますが、スタンドはつくらないつもりで

す。これはパイプでもって仮設スタンドをつ
くって、これも競技開始の2～3日前に組立
てて、競技が終れば全部取外す予定です。
何故そういう風にしたかというと、これは

市民のプールで、市民から利用してもらわな
いと困るので、甲羅干し場を広くとった方が
いいではないかという考えで、甲羅干場をつ
くり、スタンドは仮設にすることにするので

∴∴一・、－∴・．㍉∵十・二、＿
7月20日から23日まで東北大会ならびに東北
のインターハイに出場する選手の予選会を挙

行いたします。このインターハイは今年はど
こであるかというと、土佐の高知でありま

す。8月5日から8日までです。次は7月31
日から8月1日まで県下の中学校の大会をこ
この同じプールで催します。

全国中学校の大会は金沢で挙行されます。
それから8月14日～16日は国体予選を同プー
ルで行なうことになっております。その国体
は本年は和歌山で行われます。8月14日は国
民皆泳の日で、鶴岡では小学校の大会をやっ
て結果を親連盟の方に報告すると50傑とか、
ABCのクラス別に、その標準記録を突破し



た人にはバッヂなどをくれる仕組になってお
ります。
今年度鶴岡でやる大会は殆んど、来年度イ

ンター′、イのリハーサルであります。それで

これには相当の人数を動員しなければなりま
せんし、役員だけでも可成りの人数となる筈
です。その他に各高校から補助役員の応援を
もらわないと、この大会が成立しないのであ
ります。
それから来年度のインターハイですが、こ

れは大体の予定として8月3日から5日まで
を水泳に宛てたいと。水泳のプールがないの
で、この度つくる50mのプールを水泳プール
に利用することとし、中一日おいて7日から
10日まで競泳の方を挙行する計画でありま

＼、＿ノ〆　す。

それから来年の国体は鹿児島で行われるの
で、その節鹿児島に行きたいと思います。こ
の中から視察などの希望で行かれる方があり
ましたら御一緒させていただきたいと思いま
す。その時はクラブや市からメッセージをも
って行ったら如何なものだろうと、私なりに

考えております。
またインターハイの時は鹿児島からも選手

がくると思いますが、その時は、鹿児島の選
手の扱いをいかにするかということも、その
時期になりましたら相談にのっていただきた
いと思います。

それから一番大切なことは、選手の強化の
ことであります。このことは私達の頭をいた
めている最大のものです。金はなし、体はな
し、如何にしたらいいかといろいろ考えてお
りますが、来月23日から26日までの間、米沢
の白布温泉の25mのインドアのプールで（1

日6千円位かかりますが〕合宿をやりたいと
考えております。3日位の合宿なので必ずし
も成果が上るとほ云えませんが、このような
計画をやりたいと考えております。

また4月25日には、東北6県の春の大会が

」／ノ　湯川温泉でやりますので県の選手を多く連れ
て行きたいという気持ちでおります。4月29
日には本庄の温泉プールで、秋田県の大会を
やりますので、そこにもこちらの選手をつれ
て行きたいと考えております。

7月の20日までは、各学校で練習してもら
いたいと考えております。なお9月にプー／レ
が完成するので、その後インドアーのプール

もあるので合宿はいかにしようと、これも種
々考えてみたところ、10月、12月、3月と20

日間位づつつづけて合宿をやろうと考えてお
ります。これは朝練習し、練習を終ると学校
に行き、学校を終るとまた合宿の方に帰るこ
ととし、選手と寝起を一緒にして、選手の性
格なども調べなければならぬので、20日間位

合せて60日びっしりやりたいと考えておりま
す。

それから、若し優秀な選手がおるとすれば
東京あたりに選手をつれていって、みっちり
しごきたいという気でおりますが、果してそ

ういう選手が出るかどうか未だ、今のところ
疑問です。先に申した通り3月まで合宿をや
りますが、4月からは日曜祭日はすべて選手
の強化にあたりたいと思っておりますが、何

分金がなくて、どうすればいいかと、これを
検討しております。この席に今間さんもお出
になっておられますが、今間さんの寮をお借
りするということも一つの考えに入れており
ます。後刻今間さんにお鮫に参りますが、そ
ういう気拝で、我々は来年のイソクーハイと
取組んでいる訳であります。

それに今一つこれは我々にとっては有難い
ニュースですが、前会員の平田貢さんが、自

費できれ、いな街でインターハイという、自分
でつくられた標語を入れたポスターを3，000

枚つくってくれるとのことです。目下印刷中
とのことで、出来次第各方面に取るとのこと
です。私達は、この誘致の問題から最後の仕
上げまで平田さんにおぶきっているような具
合で甚だ申訳あありませんが、市民の皆さん
ならびに、こういう方のためにも入賞者を出
さなければならないという意気込でやってお
りますので、皆さんも御支援をねがいます。

それから庄内農学校に本年依頼しまして、
草花の種子を選んでいただき、今年は市民に
少しわけて上げようと思っております。きれ
いな街にするた捌こ花を生けるということを
県で依頼する筈です。来年は市でそれを依頼
し、花を植えて各市民に渡したり、各競技場
に花を植えたり、いろいろ美化につとめるよ
うですから、このことに対しても皆さんの御
助力を得ないと困るのでないかと思います。

それから、この大会には非常に人が必要な
ので、市内のボーイスカウトまた、各スポー
ツ少年団をも動員して、交通整理、場内整理
場内掃除なり、種々のことに手伝させたいと
自分なりの考えをもっておりますが、公式に
は発表していないので、どのようになるかわ
かりません。

それに市内の2つのロータリー、2つのラ

イオンズクラブ、青年会議所、などからも御
援助を仰がないと困る場合がおきるでないか
と懸念されます。例えば、皆さんの大切な自
動車など半日位お願いするかもしれませんが
その節はよろしくおねがいします。

こういう訳で来年のインターハイに取組ん
で今年からやる筈ですが、今一つ御報告致し
たいと思いますのは、今月の7日に東京で全
国の会議があり、その席上で、プールのない



由良小学校が、全国表彰を受けたので御報告　幹事報告
申し上げます。26日に伝達式を9時から由良
小学校でやる予定であります。これは市の教
育委員会の万でやるようです。

それから私がここに学童泳カテスト50位表
の昨年分を持参しましたが、この中に山形県
の学童が6人ばかり入っております。これは

殆んど庄内の児童のようであります。その中
でも殆んどが鶴岡の児童のようです。50メー
ターのバタフライ42位、50メートルの背泳、

49位、100メーターのバタフライ49位、200メ
ートル個人メドレー、50メートレ平泳33位、

100メーターバタフライ22位がそれにあたり

ます。ただ小学校の成績がよくとも、中学校
の場合はプールがないなどで泳くい生徒が少く
なっております。ですから今年、来年といえ
ども中学校にはプールが出来ないかもしれま
せんが、成るべく早く出かしてもらって、そ

ういう生徒をより以上に期待したいと思いま
すし、また女子の学校にプールがないのが非
常に困っております。女子の学校に水泳選手
が行くのですが、水泳クラブがないため、こ
れも何かに消えていく状態です。

ですから今年は南校、北校に入る生徒も相
当おると思いますが、その生徒は是非クラブ
をつくってもらって南校でも工業高校でもき
たえてもらって、来年のインターハイには花
を添えてもらいたいという考えでおりますが
3月の受験が終らないとわからぬので、今の
ところただ頑張らせているだけです。皆さん
も水泳をやる子供のうち、女の子で女の学校
に行く生徒がおりましたら一つ御助力をおね
がいします。

会長より

日時など決ってはおりませんが、西多賀ベ
ッドスクールで、前にもたしかこちらにきた
と思われるキンジストロヒーという病気の児
童等の映画のことですが、鶴岡で是非上映し
たいとのことでした。3月27日（土）頃に上

映したいという目論見があるようです。RC
で後援が出来るかどうかとのことです。上映
されることはまちがいないとのことです。入
場料として徴収すると税対照になるので、西
多賀ベッドスクールの会員になるとのことで
この場合入会金が200円で、会員になってい
ただいた方だけに上映してみせるというよう
な事が考えられているようであります。なお

具体的になりましたらおしらせいたします。

会報到着
八戸東RC、石巻東RC、郡山RC、
新発田RC、山形北RC、鶴岡西RC

例会場変更
郡山東RC　3月2日（火）12．30

於　山桜酒造KK
職場訪問のため

チャーターナイト御案内

余目RC　　5月5日　PM13，00

於　余目二小
登録料　￥4，000

八戸北RC　5月9日　PM12．00

於　八戸グランドホテル
登録料　￥4，500

浜松北RC　5月30日　PM12．00

於　秋月　荘
登録料　￥4，000

男鹿北RC　5月9日　PM13．00

於　鹿山中体育館
登録料　￥4，500

＼＼一、一

＼＿／



’71∠ゝ

◎讐 報

）　ノ

轡　諾E，…3；33ニACLUB

品岡ロータリー

第592号

1971．3．2（火）

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊥5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから岬

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficialto al］

COnCerned？

も隔りを取り除こうや
出席報告

本日の出席　会　員　数　　　61名
出　席　数　　　45名
出　席　率　73t77％

前回の出席
49名

80・33％

メークアップ　上野君一福島RC
薮田君∬天童RC
林君、新穂君一酒田RC
長谷川（文）君、早坂（源）君、
五十嵐（一）君、黒谷君、小花君
三井（徹）君、佐藤（昇）君、佐
藤（忠）君、手塚君一鶴岡西RC

ビジター　松田善三郎君、羽根田正吉君
五十嵐単三君一鶴岡西RC

ゲスト　弟子丸春仙氏
Arnaud DESJARDINS氏

JacquesDEI．，RIEU氏

金員誕生
克明勝君、長谷川悦郎君、五十嵐伊市郎君
斎藤栄作君、斎藤信義君、佐藤昇君、佐藤
忠君、手塚林治君、大川喜一君

奥樺誕生
早坂保江様、五十嵐甲様、嶺岸豊子様、
斎藤貢様

1月100％出席　42名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（賽）君、安藤君
張君、長谷川（悦）君、早坂（源）君、林君、
飯自君、池内君、石井君、石黒君、五十嵐
（三）君、五十嵐（伊）君、五十嵐（八）君、海
東君、金井君、上林君、栗谷君、小花君、
小池君、今間君、嶺岸君、三井（徹）君、三
井（賢）君、三井（健）君、小野寺君、大川君
摩君、斎藤（栄）君、佐藤（伊）君、佐藤（昇）
君、佐藤（忠）君、鈴木（善）君、新穂君、鈴
木（弥）君、高橋君、手塚君、富樫君、上野
君、鷲田君、薮田君

会長報告
10周年誌を送付したところ、元会員の福島

さんから礼状が届いており、またそのときに
スマイルとして金円をいただいているので、
スマイルボックスに入れさせていただきます

手塚林蔵さんから、過日退会したいという
申出があり、理事会に諮って承認しました。
会員数が更に1名減じたので、是非共新会員
獲得増強に努力をねがいます。

はっきりした事は不明ですが、西多賀ベッ
ドスクールでつくった映画を上映することに

なりました。会場は決ってませんが、共催に
ついての要請を受けました。今日の理事会で
共催を決めたので御了承ねがいます。

フランスに禅を布教される方々の紹介
五十嵐単三君

突然本日のプログラムに飛入れさせていた
だき有難うございました。早速御紹介申し上
げますが、正面におられる坊さんは、弟子丸
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黍仙先生であります。この方は、かつて、外
務省関係の仕事をなされて、亜細亜協会の常
務理事をなさっておられ、藤山愛一郎さんと
共に仕事をなさっておったのです。しかし一
念発起して坊さんになり、四年前にフランス
の′ミリーに参られ、ソルポンヌ大学を中心と

し、禅即ち座禅の布教にあたった方でありま
す。

全くの単身の布教で、現在フランスを中心
とし、ヨーロッパ各地に60ヶ所の道場を設け
られ6万人の会員を擁して座禅を布教されて
いるえらい万であります。

その隣におられる方は、ArnaudDESJAR
DINS先生で、フランス国立放送局のスタフ

であり、殊に宗教の時間の解説者で、更に記
録映画の世界的権威者といわれております。
その一例として、チベットの秘境をさぐると
いう提題のもとに、それが一大センセーショ
ンをおこしたそうで、今回は日本に2ケ月に

亘りフランス政府の委嘱を受け、日本の禅を
さぐるという取材に参った方であります。
それから次におられる方が、Jacques　二DE

LRIEU氏で、技師の方です。従って、日本
の禅をさぐるということで、これをヨーロッ
パに紹介される任務をおびてお出でになった
のであります。以上簡単に御紹介いたします

座禅とヨーロッパ布教について
弟子丸泰仙氏

ここにお集りの方々は、ヨーロッパのこと

をよくご存じの方が多いと思います。
幹事から、ヨーロッパの最近の事情と、禅

について少し話しをしてくれとのことでし
た。禅について余り認識していない方もある
かもしれないので、そのような話をしてくれ
とのことです。しかし時間が限られているの
で、両方の話しを充分にすることは出来ませ
ん。それで思いついた礎をお話しいたします。
私が今回こちらに参ったのは、Arnaud禅

師、この方は先程紹介されましたが、宗教評
論家としても立派であり、有名でもあり、こ
の方が日本の禅をさぐるということで、私が
フランス政府から顕れて、昨年12月こちら転
ともども参ったのであります。そして殆んど
全国の禅寺を回って歩いております。

今回善宝寺に参り、山形県に立寄りたいと
のことで参ったのであります。山形県にきて
日本の本当のいいところをみたような気がす
ると、二人でしきりに申しているところです。

大平洋岸と日本海岸と歩き、両方のお寺を
回っており、お寺ばかりでなくホテル旅館に
泊っております。大平洋岸に比べると日本海
岸の方が人情がこまやかで、ホテルも親切だ
と言っております。これを東京と東京より北
国に分けますと、北の方の特に山形県の方が
今まで行ったうちで一番いいと言っていると
ころです。今晩一晩泊り明日東京に行き更に

京都から神戸の方のお寺へ行くことにしてお
ります。

7、豆ユ乙るムと旦友友は、非常に似ておりま

す。どこが似ているかというと、戯純なとこ

建組頭す。日本では西洋人町
アメリカ人も、ロシア人も、ヨーロッパ人即

ちドイツ人英国人イクリ一人オーストラリア

人スペイン人皆ごっちゃに考えております。
特にアメリカ人とヨーロッパ人は、うんとち
がっております。西洋文明化或は近代化する
ということは、日本ではアメリカナイズされ

ることを言っているようです。私はヨーロッ
パに行って、つくづくそう考えております。

殆んど文化が東京でもアメリカ化されている
こと。それをヨーロッパの人が非常欺いてい
るのです。特にフランスの人が、日本の織細
なところがなくなってきて、アメリカ化され
てきていることを欺いております。ヨーロッ
パ文化の中でも、フランスは非常に繊細なデ

リケートなセンスをもっており、日本の古来
の文化、例えば茶の湯とか、生花とか、そう
した日本人のもっている桓めて織純な文化に
対して大変な尊敬をもっているのです。／くり

十／∵∴－！－∴－∴‥い」∴定
の触感な心が影響tて、ああいう風な芸術が
発達してきているのです。それ以上に、日本
の古来の文明は、特に芸術はフランス以上だ
と認めております。これはもうフランス人の

何人もそう言っております。

奉茶や花ばかりでなく、日本人の心そのも
のが、昔から非常に級細があったのでありま
す。これが、今回の戦争をきっかけに、悪い
ところのなくなったのはいいですが、若人は
殆んど日本の伝統的なセンスをなくし、アメ
リカナイズされているのです。文化にしても
すっかりアメリカナイズされております。

これに対しヨーロッパ人は、大変惜んでお

ります。それで今度一緒された方も、アメリ
カ化したホテルには泊りたくないと言ってお
ります。なるべく日本の旅館に泊り、成るべ　　＼一
く日本化したものをみてゆきたいと云ってお
ります。

映画の方もそういうものを撮りたいと言っ
ております。今までのようなユネスコの様に
アメリカから紹介された、或いはアメリカか

らヨーロッパに来たようなものと、禅につい
ても日本文化についても知っていたのである
が、直接日本をみたいと望んでおります。
一例として卑近な例をとりますと、汽車の

食堂車で、食事をするとしても殆んど西洋料
理ばかりで、何で日本料理がないのかときか
れております。たまたま幕の内弁当一つあっ
たのでそれをいただきましたが、食堂車で何
故洋食ばかりかときかれ、私も返答にこまり
ました。それで汽車の中は不便なので、洋食



管
はつくるには簡単だが、日本料理は織細で細
いので汽車の中では造りにくく、便宜上、汽

車の中では洋食をつくってるだろうと答えま
した。
それで、私が洋食をたべ、相手が幕の内弁

当を食べているという恰好になりました○
日本人は、特に日本の子供は自家にベッド

がないと、どうもハイカラでないという感を
しているようですが、向うの人は竜が非常に
よいと言っ

会社と契約
ております。私は今度も東京の畳
して、相当数の畳を注文しました。

最近は軽い畳も出来て、船で運ぶにもいいの
で沢山向うに持って行くことにしておりま

す。この畳が、素暗しいと向うでは言ってお
ります。こういういいところを、日本人は段
々と忘れてきております。

そういう意味もあって、当地では善宝寺さ
んのお善意で、大山町の農家の家にお世話に
なり、そこの家の仏壇とか神棚とかといった
もの、それに昔からの雛祭をみて、沢山のお
雛さんがならんでいるのを非常に素晴しいと
云って写真におさめて参りました○

これらのものを現像して、パリで試写会を
やったならば、チベットの秘境をさぐる以上
の批判をとることは必至と思います。

日本の宗教の時間（放送）というのは、一
番人のきかない5時か6時頃即ち人が眠って
いる頃にやっているけれども、向うの宗教の

時間は日曜の午後1時から長いときは4時ま
でもやっております。2時から4時までやっ

たり、1時から4時までやったりして、殆ん
ど日曜の午後は宗教の時間で占られておりま
す。この一面をみても日本が如何に文明にい
けないか、いうなればェコノミック・アニマ
ルといわれているようですが、これは本当に
私達が向うで日本をみると、そういう感じが
いたしま二女。

仁自亮が何故あやよう＿に立派な精神文明をも

ノ′ち甜ら、ノ‾ェコノミック・アニマルと云われ
享るまう竃なっ＿たのか。これは高度成長して、

）J GNiが世界第2位になっているということ

で、ニラの大きな驚異のため、とも言えま

す。あながち私は、経済の生長が悪いとは言
い宮華んが、これをつまずかないで保持して
律中丸、いのですが、必ずその裏付けに精神
文明がなければ、どこかで物質文明というも
めは滅びるに決っております。物質文明が永
久に残っ七七、るところは、どこにもありませ
ん。～清秤女明の裏付があるからローマの文明も

バチカンがあるから今でもあそこにローマの

文明が残っているのです。
キリスト教も裏付があるから、ヨーロッパ

の文明も今でも科学文明、物質文明が残って
いるのです。そういうところを私は考えて行
かなければならないでないかと思っておりま

り古くなって、坊さ

んというと、しょんぼりして葬式屋みたいに
なってしまっております。本当の仏教という
ものはそんなものではありません。仏記する
ということは自由ということで、サスクリッ
トで、心の自由ということであります。で、お

釈迦様は当時の古い印度の伝統的文化を、も
う一つ進歩的なものにかえられて仏教が出来
たのです。それでも印度は次第に駄目になっ
たから詑樹菩薩とか、じゆしん無着という菩
薩型の方が出てこられて、大きな精神革命を
やって大乗仏教というものが出来たのです。
それでも印度は今でも階級組織のひどいとこ
ろですが、そういう風に伝統に固執している
国だから、あそこには、乞食が大変多いこと
になっております。

それで達暦禅師が、これでは印度は駄目だ
ということで、何とか本当に人現の世界に残
して行かなければならないということで、支
部に渡って、臍宋時代に、非常に高度の文化
が発達した支那で禅を伝えたのであります0

それが后に道元禅師とか栄西禅師とかが日
本に、もってきて、′耳本犬の聯田な日本約年車

いうものが発

すごく高い評
工▲一一一い
－ロヅパでは、

のと融合して、

達してきたので
禅についてヨ

価を下しております。日本では禅というと、
座禅をし、禅寺というと随分古い寺位に思っ
ておりますが、向うでは新しい文化になって
おるのです。
禅は、座禅は、非常に新い、も▲ので共産主

表よりも新亡く、サルトルの実存主義など今
野は席題でも何でもないのです0サルレレの
実存主義など今頃問題にされておりません0
サルトルは私のところに座禅にきます。サ

うちのノすりの禅堂に匪
サル‾トルも仕様がなく

て転向して
句だかう、サル‾トルヰ
こなければならぬよう になったの

です。ドイツのヤスッパーサーなども、私に
座禅を教えてくれときております。ハイデッ
カーなども私に匪禅を教えを受けにきており
ます。
禅は岡倉天心の茶の本でも、鈴木大拙あた

りも大分本を書かれておりますが、禅という
ものは知識だけでわかるものではなく、むし
ろ知識ではないのです。

私はヨーロッパに最初渡るときシべリヤ鉄
道で参りました。金がないので、横浜の原艮
三郎さんも今はなくなられたのですが、そこ
に行き先代の供養をして、そこで般若心経一
回読だら20万円ヨーロッパ行きの旅費に使っ
て下さいといって呉れました。私は松永安
左工門さんの秘書を若いときにやった（沢木
興道老師に18の時に居士の座についたのが坊
さんになった契期で、その時すぐに坊さんに



してくれと私が大学を出てから云ったら、職
業坊主などつまらぬ。今の儀でいいから座禅
たけしておけ。座禅だけすればいいというこ
とで社会の経験をいろいろといわれ、そうし
ておったのです。そんなことで、松永安左工
門さんには、沢木老師から絵介されて、その
秘書を3～4年やったことがあります。）関
係で、ヨーロッノミに渡る前校永さんのところ
に行き、原良三郎さんのところに行って20万

円いただいたと話したら、俺もその位出そう
ということでしたが、出す段になって秘書が
半分に値切ったという笑話もあります。それ
から日本化薬の原安三郎さんのところに行っ
ら、元々あの人はケチで有名の人で、（あの
人からもらえば、経団連の万々も右にならえ
をするような人です。）すが、こんなに厚い
札束を呉れたので私はびっくりしました。

それで大分金が余ると思っていたら、女房
が、ヨーロッパに行くなら借金を払わぬとあ
とが困るということで、借金を払っていたら
あとが足らなくなって、仕様がなくてシべリ
ヤ鉄道で行くことにしたのです。

このような恰好で、破れ衣を着て本当に禅
一貫でナオトカに上陸してから、鉄道でハパ

ロスクからイルクックまで10日間位かかって

行きました。こんなことをしたらくたびれる
と思って、あそこからモスコーまでは飛行機
で行きました。

モスコ一に行ったら、共産党の清田という

男と会いました。清田は日本から大変にらま
れている男で、日本にはもう帰れぬと亡命し
ていた人です。これが私を訪ねてきて、貴下
みたいな日本人らしい日本人には会ったこと
がないということで、非常になつかしがられ
ました。

ソ連でも、精神文明を非常に研究している
ので、私に対してモスコ一にとどまって呉れ

ぬかと、要請を受けました。しかし共産党の
ために殺されたら大変と思い、座禅位教える
し、またそのうちくる機会もあるだろうし、
明日からポーランドを通って旅に出なければ
ならぬと言って、断りました。

それからポーランドを経、ドイツを通って
パリについたのです。パリにつくと私を招待

してくれるという人が居ったので、どこか道
場でも世話してくれぬかと私が云いました。
その頃私は裏町のコンクリートの上で座禅し
て挙りました。一人で座禅しても飯だけは食
えるし、玄米のめしだけ食っておりました。
おかゆを焚いてです。そのように毎日朝から
晩まで座禅をしていると、若い連中がぼつぼ
つ毎朝私にならって座禅にくるのです。これ
は脈があると思い、更に続けて座禅しておっ
たら講演してくれといわれたが、フランス語
が出来ないので、拙いながら英語は少ししゃ
べれるので、心臓を強くして行ってやろうと

思いました。東洋美術館ミジェギネというと
ころでやったのですが、そこには一はいにな
る程聴衆がきており、昔タゴールとかマック
スセローという有名な東洋の哲学者や宗教学

者が、また鈴木大拙さんなどが講演をやった
ところで、そこで講演が当るというとおかし
いですが、うまくいって、一躍世界的に有名
なようになりましたっそこには日本人の通訳
もきておりました。大使館から紹介された人
がきておったので、誰だろうときいてみたら

私は大谷というのですとのことでした。

大谷といわれると、西本院寺とか、東本願
寺にゆかりがありますが、それらにご関係が
ありますかと伺ったら、私は東本既責の法主
の息ですといわれ、この方が大谷暢順さんだ
ったのであります。未だ若くてソルボンタ大
学に4年ばかりきておられ、フランス語はう
まいし、仏教連盟代表という名刷をみたら、
私は一介の乞食坊主に過ぎぬので、向うは大
変な連枝という名刷をもっており、あなたに
通訳していただくのは申訳ないと恐縮しまし
た。しかも私は座禅のことを話さなければな
らぬのですが、迷惑だろうといった意を表し
たら、そんなことにはかまわんで下さいとい
うことでした。

それで、一つ通訳におねがいしようという
ことになったのですが、最初禅とは座禅をし
なければならないと、座禅をすることが禅だ
ということから話をしていきました。

隆禅をしないで座禅はわかりません。熱い
か寒いかということは、コップの水を外から

みてはわからないと同じです。指なつっこん
でみてはじめてわかります。座禅もやはりし
てみなければ禅というものはわかりません。

禅というものは、あたたたちが、一杯ある
本を読んでも、いくら講浜をきいてみてもわ
かるものではありません。座禅をしてみなけ
れば禅というものはわからないものです。本
当に禅を理解するには、一晩でも善宝寺さん
に行って、座禅でもやってみれば大抵成るほ
どこんなものかということが解ってきます。

私は、向うに行くと新聞記者が一杯きま
す。禅とはどういうことかとか、悟とはどう
いうことかとかとききにきます。これに対し
悟とは損することだといいますが、相手がび
っくりします。ここのロータリアンの前で、
こんなことを云うとびっくりするかもしれな
いが、世の中というものは得することだけで

す。ところが得しないことを悟と云っており

訂。陸生豆三豊些適塵輿望よ云止、ま
善宝寺さんで、‾大般若をやっている600巻

の中に何を書いてあるかというと、あれは空
という事を書いてあります。せんじつめれば
般若心経の空なのであります。その空のうち
には22の種類があるのです。もっとも最高の



空は、無所得空で何もならない空でありま
す。

得せぬことだ、損することだと私は云って
おります。得することだと云っていくら悟ろ
うとしても悟ることは出来ません0

大抵人間の頚では、得することを考えてお
ります。得しないことを考えるときに悟があ
るのです。これが本当の倍だと私は云えます0
すると新聞記者の方が、そんなに皆が損して
先生がいうような倍が、皆が悟るということ
は特別な境地になることかときかれぜすが、
そうではなくもっともノーマル・コンディシ

ョンになることだと云っております。子供み
たいな人間本来の元々のもっとも純真な気拝
に帰ることを称しで悟るというのです0そん
なことになったら新聞記者が飯の食い上げに、ノ　なりますよ、といいます。それに対して心配

するなと云っております。日本では石川五右
工門という盗人が「浜の真砂が……」といっ
てるんだから心配しなくてもよろしいと言っ
てやりました。そしたら翌日きて言うには、

先生歴史辞典をひいてきたのですが、石川五
右工門という名前はな′う、つたと云っておりま
した。それでヨーロッパの歴史辞典には、国
を泥棒したり、浸略したりする西洋の泥棒で
ないと辞典にはのらないのではないかと云っ
てやりました。そしたらセッサ、セッサとい
っておりました。・セッサ、セッサということ

は、そうだ、そうだということです0フラン
ス人は頭の回転がいいからすぐわかるので

す。
そういうわけで、私の一番始めの講演のと

きは壇上にどかっと座り、これが禅だと云っ
たのです。座禅の姿勢を組んで堂々と座った
ら、そこはうしろからみえないから、前の前
壇のところに座って呉れとのことで、大きな
演壇の上で結如欧坐をし座禅をして、そこで
黙々とし、これが座禅であるということをや
ったのです。

これには花の都のムッシュー・マダムもど
ヽ－／　肝をぬかれました。それでも通訳の大谷さん

が居られるので少しはしゃべらねはいかんだ
ろうと思い、ぼつぼつ話をし出したのです。

フラソスにきて好きなものは何かと、よく
フラソス人はききます。フランスにはどこに

もナポレオンの銅像があるので、私の好きな
のはナポレオンと云ったら、日本人は戦争が

好きだなあ－、ナポレオンは戦争ばかりして
いたから日本人も好きなんだなあと云ってお
りました。そこで、俺の好きなのは、コニャ
ックのナポレオソだと云ってやったら、こい
つは非常に私を好きになられました。先生は
はなせるという訳で、それからコニャックを

毎晩1本づつもってきてくれました。日本で
買えば2～3万円するようなコニャックで、
香港で売るような、まずいコニャックでなく

て本当のコニヤツをもってきてくれました○

そんな調子で、私は笑わせながら禅を布教
したのです。私が笑うと、身ぶり手ぶりで笑

うと、話はわからんでも通じるところがあり
笑っておりました。それを大谷さんが通訳す
ると、あの方は皇太子殿下の従兄にあたられ
る方で、貴族的な顔をしている方です。大谷
さんは、私の話を真面目に通訳されても、聴
衆はちっとも笑わないのです。私の日本語で
よく笑い、あとの通訳で笑わないという状況
で、これでは通訳も入らないなと思うように
なりました。その後段々下手な英語でやるよ
うになり、そのうちにフランス語をおぼえて
きて、フランス語と英語と日本語をチャソポ
ソにした、何だか訳のわからぬ言葉を使うよ
うになりました。

しかし、その言葉が案外通じるんです。禅
というものは、それを不立文字以心伝心と云
って、元からなるべく言葉を使わないまうに
しております。それで達磨さんも言葉を使わ
んで印度で布教したのです。達磨さんも渡っ
たときは、言葉が解らなかったのでしょう○

支部語が解る管がない訳です。それで禅とい
うものが復活したのです。なるだけしゃべら
んでいい。

近代の教育は、しゃべり方などばかり教え
て、特に代議士なり、県会議員に出ようとす
る人達は、しゃべることを一生懸命に机、こ
しております。そう云うことをやらなければ
出来ないような日本に近頃はなってきており
ます。し監王室旦空きませ、のが、どこでも会
良好なヱ挺り、大抵リーダーになっておりま
す。坊さんでも同じで、生身薮なく＿とも雄敵
意あ皐ご人が大てい押しがきくようになりま
す
禅はなるだけしゃべらぬことにしておりま

す。達磨も、座禅を中心とした生活をしたと
いうことで、なるべくしゃべらなかったので

す。しゃべらねはならぬときは、何とかこれ
を徹底しなければならぬというようなしゃべ

」∴千・二・∴？十、・∴－∴上器
で、親と子供と喧嘩をすると、大抵子供の方
が勝っている状態です。これは段々頭が進ん
セきているから、理屈を云うと親父の方が負

ける訳です。お袋なども大抵やっつけられる
状態です。これは雄弁の教育で指導している
からです。沈黙の教育をしないからです。

禅】というのは沈黙の教育をやるのです。そ
の代り、しゃべるときは絶対一発命中すると

I、う言葉を使うのです了だから木立文字以心
伝心といっても一発で命中する、人の肺腑を
えぐるというような言葉を考え出して行くの
てす。ですから小さい詞というものが発達し
てきたのです。そういうことで世も伝えられ



てきております。だから私も一発で命中する
英語もフランス語も大抵おぼえてきておりま
す。大抵トモナマトナンと私が云ったら、私
の心から、あなたの心へと、この言葉が、私
の6万人の信者会員の言葉になっておりま

す。私の心からあなたの心へ－　本当に私
は、何か書いてくれといわれるとナモナマト

エソと大抵書いております0しゃべってくれ
と云われても、もう面倒くさくなるので以心
伝心だからと云っております。そうするとあ
とは言葉でわかってくれます。フランス人は
感がいいからすぐわかってくれます。いろん
な場合日本は勝っていると思っても、勢いだ
けいいだけで、劣るところがあるから大抵負
けてしまいます。見通しがきかなかったり、
どこでけじめをつけたらいいか知らなかった
りする。これはヨーロッパの人々に比べて感
じていることを云うに過ぎません。

私が何万人の人をも教育しておりますが、
ヨ一一一戸ヅパの人に禅を説くときは、非常に早

くわかります。以心伝心でバツパッと禅がわ
かっていくのです。

日本人に対しては一生懸命説明しないと解
らない。頭の回転の方はヨーロッパ人の方が
よくて、その代りバイタリズムがないようで

す。日本人はバイクリテーは盛んです。しか
し頭の回転が劣るような気がします。これは
学校の成績がよいということではなく、秀才
になるというように云えます。秀才になるよ

うなものは大抵頭の回転が悪いと思われま
す。こういう人が政治を動かし、東大出でと
いうような人が大抵殆んど大臣になっており

ます。私は以前政治にも関係がありましたが
大抵日本の政治は余り感心したことをやって
いるとは私は思いません。これは外国に行っ
て外国に比べての見解です。日本では余りに
も官僚政治になり過ぎていると思います。大
抵もっと感のいい政治をやって行くことが将
来の日本未来の文明構築のために私は必要じ
ゃないかと思うのです。私は経済や政治を非
難するのでほありません。これは精神文明と
物質文明が融和したものが、今後の文明にな
らなければいけないと思っております。

物質文明万国博のモットーによれば、進歩

㍉∴　∵十㌦＿
す。、

私は、今日の日本の人々は経済的に非常に
裕福になり、どんどん生長して行くことは大
変よいことと思っております。一面古来の日
本のもっている織細なこうした禅といったよ
うな、日本民族固有の、禅が入ってくる前か
ら日本には素晴しい心の細道という言葉があ
って万葉にも出てきます。これが日本の道元
禅師にも正法眼蔵にも、支部からきたどてっ

腹の太い禅が加わって日本独特の禅が出来て
きて、ヨ一一。ッパ人がみると、素暗しいと感
心するようなものになってきているのです。
これを今までのヨーロッパ中心の文明を、ま

た世界観を捨てて、東洋を含んだ世界観をこ
こに樹立しようというのがヨーロッパの人達
の考えのようであります。

ソ連の共産主義もたいしたことはないdウ
メリカの文化は、アメリカインディアンと変

らぬような荒っぽい文明で、消費文明で、こ
れは物質文明の代表的なものと云えます〇・ここ
れではいけません。それでもヨ一・ロヅパの聯

質文明、科学文明だけではいけません。これ
にはとうを含んだところの世界観を樹立して
ここに新たな文明を未来20世紀に向って精神
文明と物質文明と融合したものを樹立して行
こうというのが、ヨーロッパの学識者達の考＼＼＼一

えていることであります。
日本も皆さんのように立派なロークリアソ　圭

の方々、しかも東北の本当に静かな残された　い

一1

な

るの＿です云だか
文明の心の保存

か、或いは農村に億
で絶朴なものを一つ

だきたいものです。そう
したものの融合したものを日本の文明として　／ノ“、
押出して、東京におったり中央におったりす　p‾
る者に対し、常に監視役となって、日本の文
明をあやまらないように、皆さん方からやっ
ていた

時間
以上を
す。

思います。
纏まりのない話ですが
打ち切りたいと思いま

会長から
次期会長からの要請があったので、前の次

期会長指名委員の方から一寸お残りしていた
だき、御協議ねがいます。
幹事報告
1．会報到着
米沢RC、尾花沢 C、会渾坂下RC、
藤沢RC

2．チャ

余目R

RC（宮城県）
C　（佐賀県）

2債監禁謂－－
13．00～14．00

14．40～16．00

4，000円

ィソグ案内
形市産業会館
登　録　PMO
協　議　PMl・OD～2・00
懇親会　PM2．00～3．20
登録料　3，000円

4．例会場変更
最上RC　3月中のみ向町二葉食堂6・08～
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古 報
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

顔問ロータリー

第593号

1971．3．9（火）

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊨5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficialto al】

COnCerned？

や隔りを取り除こうも

出席報告
本日の出席　会　員　数　　　61名

出　席　数　　　47名
出　席　率　77・05％

欠　席　者　阿宗君、阿部（公）君、長谷川
（文）君、五十嵐（伊）君、金井君
黒谷君、金野君、三井（徹）君
慶君、斎藤（栄）君、津田君、
富樫君、上野君、薮田君

前回の出席　前回出席率　73．77％
修正出席数　　　53名
確定出席率　86・89％

メークアップ　薮田君一高畠RC

阿部（嚢）君、五十嵐（伊）君、
海東君、金井君、小野寺君、
磨君、佐藤（昇）君一鶴岡西RC

ビジター　帯谷義雄君、佐藤勝夫君
一鶴岡西RC

ゲスト　朝場第二小学校　安野恵美先生
頼俊雄君

スマイル　笹原桂一君　男児出生のため

本日のスケジュールの発表　会長

林先生が、此度鶴岡を去られることになり
ましたので、そのことについてのご挨拶を頂

戴したいと存じます。
それから頼俊雄君が3月15日に仙台に行か

れるというので、その挨拶を受けたいと存じ

ます。

次に、西多賀ベッドクスールの映画上映に
ついて、私は内容がよくわからぬのですが、

きわめて熱心にやっておられる安野恵美先生
から、それに係るお話をうけたまわりたいと

存じます。
最後になりましたが、次期の役員が決定さ

れたので、次期会長の三井賢二さんからご発

表をねがいます。

離任についての挨拶　　林茂助君

3月31日で、鶴岡高専を退き、郷里を去っ
て、東京で爾後過ごして行きたいと思ってお

ります。多分この次の週も、その次も、また

その次も、東京なり仙台に出張その他で出向

くので、皆さんにお目にかかるのは、今日が

最後でないかと思います。

今まで永いことお世話になり有難うござい

ました。何もやることが出来ませんでした。
ただインターアクトをつくっていただいた

ので今後とも育成に力添をねがいたいと思い

ます。またローターアクトが出来ず残念です

けれども、前週会長宛に、やめさせていただ
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きたいという退会のお願いを差上げてありま

す。
小さな文書を書いて出しましたので、読ん

でいただけば有難いと思います。今後ともよ

ろしくおねがいします。

林先生から会長宛てに差し出された
文書の朗読　　　　　　　　　会　　長

永いことご厚志に預りまして、誠に有難う
ございました。この3月で退職いたしますの

で、鶴岡ロータリークラブを退会させていた

だきたくおねがい申します。

小花先生のご紹介で入会以来今日まで、会
員の皆様に何かと御親切に御指導賜りました
にも係らず、何の役にも立たず漸悦に堪えま

せん。インターアクトクラブを今後ともよろ

しく、ローターアクトクラブの一日も早き創

設を希望してやみません。時々帰郷の日もあ
ることと存じますので、今後とも御指導御援

助めほど願い上げます。
なお鶴岡クラブの発展と、諸兄の御多幸を

お祈り申し上げます。

頼俊雄君の挨拶

永い間大変お世話になりどうも有難うござ
いました。今度私は東北大学大学院で勉強す

るため仙台に行かなければなりませんが、今

後また鶴岡に参りますときに、どうぞよろし

くおねがいします。では皆さんのご健康と、

鶴岡ロータリークラブの今後の益々ご発展を
お祈りいたします。

次期役員の発表について　　三井賢二君

次期役員の発表をさせていただきます。

理事　佐藤伊和治君、小池繁治君、彦万江君
五十嵐一郎君、嶺岸光害君、手塚林治君、そ

れに私を加えて7名が理事であります。

幹事　高橋正太郎君、副幹事　椙浦勝久君、
会計　長谷川悦郎君、SAA　鈴木弥一郎君
以上の方々を次期役員としておねがいいたし

ます。

会長報告

お諮りするまでもないことと思いますが、

今年5月シドニーにおいて年次大会を開催す
る折に、うちのクラブの会員小花先生と嶺岸

さんが参加されるだろうと思います。その一

行として、バストガバナーの穴沢義一氏が団

長となり各地区を訪問したいとのことです。

そのときに郷土人形をオーストラリヤの、

クラブの方へお土産として持参したいとのこ

とで、その費用の一部3，000円を当クラブで

負担ねがいたいという書面が参りました。検

討の上返事下さるようとのことですが、当然
支出しなければならないと思うので、早速お
送りしたいと思います。その時にバナーを10

本位一緒に持参したいとのことですので、バ

ナーと分担費用を送付いたします。どうぞお

含みねがいます。
それから今日スピーチおねがいするのは、

私もよく知らないのですが、西多賀ベッドス
クールに係る映画を上映するということで、　、

安野先生が熱心に尽力されております。
当クラブとして、共催をして、（ロータリ

ークラブは、共催ということでなく、独自の

活動をすべきだと思っておりますが、全くの

方向ちがいではないだろうということで共催

することにしました）映画を上映することに
しました。

いろんな都合があって、ロータリークラブ

の会長としての私が、今の映画を見る会の会

長になってくれということで、昨日一寸お話

もあり、阿部賽先生からは顧問になっていた

だき、上映のための努力をしたいと存じま

す。簡単に安野先生の経歴を申し上げますと
山形大学の教育学部で学ばれ、養護学校教員

養成課程を出られ、特殊教育関好に非常に興
味をもたれたということで、まだ若い先生で

昨年卒業され、今年度から第二小学校に先生
としてお勤めになっておられる先生でありま

す。
西多賀ベッドスクールの映画について、こ

れからご説明をし、皆様の質問にお応えした
いとのことですのでご静聴ねがいます。

西多賀ベッドスクール映画上映にあたって

安野恵美先生

まだ先生になってから一年にもならないの

で、子供達の前でお話するにはどうやら馴れ

ましたが、このような席では不馴れで、心臓

がどきどきいたします。

映画のことについては、このようなポスタ
ーがございます。ボクの中の夜と朝という映

画のポスターです。

西多賀ベッドスクールというのは、仙台市
の釣取字紅堂13にある国立療養所西多賀病院

の中にあります。ベッドスクールなので、そ



こで療養治療を受けながら、近くの学校の分

校という形になっていて学んでおります。こ

ちらにも結核療養所があり、そういうような

形になっております。

西多賀ベッドスクールには、進行性筋萎縮

症、、筋ジストロフイ症にかかっている子供が

120人位、それからベルテス氏病、結核骨髄

炎、血友病、カリエスその他の病気を合せて

約209人の子供がそこで治療を受けながら、

そこで車椅子やベッドで学習しているところ

です。

その映画は、主に、筋ジストロフイ症にか

かっている子供を中心とした記録映画なので

す。筋ジストロフイ症というのは、筋萎縮症

のうちでも最も代表的なもので、人口10万人

当り4～5人は躍るといわれておりま。全国

で約5千人位の潜在炉似患者も合わせると約

2万人位にもなると推測されているとのこと

です。

これがどういう病気かと云いますと、3才
～5才頃に発病して、筋肉にたんばく質が蓄

えられなくなるのだそうで、進行性の名が示
す通り次第に筋肉がやせて行って小学校の5
～6年頃になると歩けなくなり、それからだ

んだん身動き出来なくなってベッドの生活に

なって、車椅子を動かして生活することも出

来なくなって、20才前後、早い子だと15才頃

即ち20才前後で死亡するという病気だそうで

す。手足の指先や、それから言語、呼吸に関
する筋肉はあまり障害されず、また知能の発
達も犯されないとのことで、生きながら、じ
わじわと体躯がしめつけられて行って死んで
いくような病気です。

現在は発生の原因は、遺伝ではないだろう
かというような疑いがあるらしいですけれど

も、学問的には解明されていないので、進行
をとめることが出来ず、完全に治療する方法
がないとのことです。それで西多賀ベッドス
クールで医師と看護婦と医療法士や、学校の

先生方などが、いろんな方法を試みて、子供
の生命を少しでも伸ばす為の手段を尽して発

見しようとしておりますが、まだまだの段階

だそうです。

それで、私が大学に在学中に、病弱児の療

育という集中講義があってそこで西多賀病院
の近藤院長という方が講義をして下さったの

で、はじめてこの病気を知りました。私も実

際にそこに行き子供等に接してきました。今

から数えると一昨年あたりに柳沢さんという

方が、r前に近江学園というところの重症児

療育、重症心易障害児の療育の記録をあつか
った夜明前の子等という映画をつくった方だ

そうです）東北地方旅行中にたまたま西多賀

病院を訪れて、そこで映画をつくろうという
ことになったとのことです。

それで映画をつくるた捌こ最初製作協力会

員という会員が集められて、それで多くの方
即ち4万人位の人々の個人的な協力や、種々
の団体の協力にあって、製作費用2千万円以

上のお金が映画を製作しながら資金として集
まってやっと映画が昨年の10月頃に完成した
のだそうです。

そこで、この映画を鶴岡でも是非上映して
いろいろな方々にこの病気のことなども、知

っていただいて、そして西多賀の子供という

ことだけでなくて、すべての病弱児や身心障

害児を考え、それからこうした人達を阻害し
ている社会の在り方や、その考え方について

振り返ってみよう。また、夢かもしれないが

出来ればそういう運動がたかまって、また資

金などもあっまって、綜合研究所というのが
設立されたらということで、この映画上映の

運動を続けている訳であります。
まだ出だしたものですから、製作資金はや

っと集ったという段階で、上映活動の資金も

なくて、また地方で上映活動する方も少く、

山形県では山形市で3回ほど奉仕活動団体の

方が主催して下さって、上映をやってるそう
です。仙台とか塩釜でも上映をなきったそう
です。

映画上映は、特別試写会という形をとって

映画の主旨などからいっても、入場料という

形でなく、映画の主旨に賛同して下さる方か
ら会員になっていただいて（今まで製作に協

力する方からも会員になっていただいており

ます）即ち今度は上映活動に賛同して下さる

方から会員になっていただいて、会員になっ
て下さった方々に会員券を差上げて、映画を

みるときに、この会員券を提示して下されば

試写会をみることが出来るというシステムを

採っております。

鶴岡の場合、会費が大人が200円、大学・

高校生が150円、中・小学生が100円という形
で会員を募るようにしております。

この間、問い合わせたところ、山形県には

仙台の西多賀病院に登録されている数だけで



34名の方がおり、うち24名が筋ジストロフイ

症の子供だそうです。酒田、余目、鶴岡では
5名の方が登録されているそうです。
登録されている子供の外に、登録しても病

院が満員のため入院出来ないとのことで登録
しない子供、またそういう病気だということ
がわからないで、家族の間だけで看守られて
いる方などを合わせれば、どの位の数になる
か一寸わからない状態です。
上映の期日は3月26日（金）午後6時半か

ら8時半まで、3月27日（土）午後2時半か
ら4時半までと、午後6時半から8時半まで
市中央公民館の講堂で行うことになっており
ます。
映画は16拡煎カラーで、映画の内容は1時間

40分です。それで共催として鶴岡ロータリー
クラブと鶴岡西ロータリークラブ、それから

鶴岡ライオンズクラブ、朝場ライオンズクラ
ブ、それに鶴岡青年会議所の方から了承をい
ただきました。後援として社会福祉協議会の
方からも了解を得て、教育委員会などからも
今日あたり返事がくると思っております。
実際この子達が入院出来なければ、唯家で

だまって死ぬのを待つばかりですし、新しく
一人の子供が入院出来るということは、一人

の子供が退院することで、退院ということは
この子達にとってほ死を意味していることで
そういう状態でいるということが現況であり
ます。それで可成り入院出来ない子供がいる
訳です。全国には15ヶ所このベッドがあるそ
うですけれども、15ヶ所といっても全部で千
数百ベッドしかなく、仲々この子等に、少し
でも人間らしい生活が出来るということが、
はばまれている訳です。
大体このような内容ですが、何か質問があ

りましたらお答えします。
なお、おわりにたりましたが、出来るだけ

多くの方々からみていただきたいと思いまし
てロータリーの会員の方々にも出来れば御協
力おねがいしたいと思って、今日こうやって
お話しした訳です。出来るだけ多くの会員が
集っていただきたいというのが私の希望であ
ります。
その後2、3の会員との間に質疑応答がな
された。

地区諮問委員会安斎徹氏より張紹淵君宛てに
送付された書翰の披露

張　　結滞様
拝復　其後は御無音失礼いたしました。貴

下益々御活動の趣き感謝の至りに堪えませ
ん。老生も元気ですから御安心下さい。
放て此度は世界社会奉仕に対するアンケー

トその返答の状況をお知らせ下され地区委員

としての御活動に心からの敬意を表します。
老生も研究グループ交換計画委員として活

動し、郵便投票によって賛成成立しましたの
で、詳細な計画を作り漸く本部に対する申請
書を作製し、本日ガバナーに送りました。

ガバナーが署名して本部に提出する訳で
す。地区委員をよくつとめることは仲々骨の
折れることです。過般のペルー地震の際はと
りあえず6つのRCに見舞を出し、東パキス
タンの台風の時は4RC、第2次エクアドル

地震に対してほ4RCに即座に見舞状を出し
たが、何れも1撃に感謝の返事をよこしまし
た。
殊にパキスタンのコミラクラブからは直ぐ

にビタミンを送ってくれという返事なので、　、

佐藤ガバナーに依捺し早速地区からコミラに
ビタミンを空送してもらった次第、私も老人

ながらロータリアンとして出来る限り気を張
っているところ、それで貴下の御骨折りがよ

くわかります。
次に参考のため最近のロータリー情報をお

知らせ申します。
ト1970年国際大会決議
標準クラブ定款を改正して、RC会長をそ
の就任するロータリー年度の開始直前2ケ
年間の如何なる時でも選挙出来る。

2・地区大会は次年度ガバナーを指名する。
また場合によっては2年後の年度に就任す1
る地区ガバナーを指名する。

3．RI理事会は、細則第8粂第4節再を改
正した。
ぐうクラブ親睦委員会の名称を親睦活動委
員会に改めた。

4．理事会は地区ガバナーによって任命され
る「地区レクリエーショナル活動委員会1
の名称を「地区国際親睦活動委員会」と改
称。

5・ロータリアンは、他の奉仕クラブに入会
した場合「標準ロータリークラブ定款に、l
理事、理事会は充分な理由ありと認めた場
合、会員の資格が如何なる場合でも終結せ　＼
しめることが出来る」とある〔その理由と
して認めて良いことになりました。

以上は鶴岡RCの皆様についでの時情報とし
てお知らせ下さい。特に（5）の問題を重視して
下さい。先づほ御返事に添えて申し上げます

地区諮問委員会　安斎　徹
1971年3月2日

幹事報告（副会長代行）
会報到着　東京RC、石巻東RC、本荘RC

鹿児島RC
認証状伝達式ご案内
1．東京雪ケ谷RC　4月25日

（東京プリンスホテル）
2・松阪東RC　6月20日（松阪市公会堂）
3．東久留米RC　5月1日（椿山荘）
事務所変更　能代RC　レストラン・ミヤコ
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内⑳5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficial to al】

concerned？

も隔りを取り除こうや

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　61名
出　席　教　　　45名
出　席　率　73．77％

欠　席　者　阿宗君、阿部（公）君、荒明君
林君、飯自君、池内君、海東君
金井君、金野君、三浦君、岩
網君、中山君、斎藤（栄）君、
斎藤（信）君、篠原君、谷口君

前回の出席　前回出席率　77・05％
修正出席数　　　55名
確定出席率　90．16％

メークアップ　薮田君一高畠RC

阿宗君一新庄RC
阿部（公）君、五十嵐（伊）君、
金井君、三井（徹）君、磨君、富
樫君一鶴岡西RC

ビジター　斎藤俊一君一福島RC
足達一見君、伊藤博司君

一鶴岡西RC

スマイル　長谷川文清君
本町一丁目に割烹料理店開設のた
め

会長報告

前回の例会で申し上げたことですが、世界
大会に出られるときの地区としての郷土人形

送付分担金3，000円と送付するバナーについ
て申し上げます。
バナーは、行かれる方が持参して交換して

くれとのこと、また郷土人形は、向うで
3，000円で買われ、こちらに送付されるとの

ことです。

オーストラリアに行かれる嶺岸さんと張さ

んが御苦労でもバナーと人形をお持ちいただ

くようおねがいします。

次に親睦委員会におはかりしたいことです
が、林先生が高専を退職されて、東京に行か

れるとのこと。日程の概要として私の聞いて
る範囲のことを申しますと、4月1日～4日

は在鶴するとのことです。4日は他の会合が

あるそうですが、2日～3日に送別会を開い
ていただけば有難いと思います。飽までも有

志の方の集いであるので、親睦委員会で会場
その他をお考えおきねがいます。

これはお諮りすることでもないと思います

が、私が想うに、送別の場合日程がないと、
例会を送別の会とするという例もありました
が、若し林先生に時間的余祐があれば、その
ように考えます。
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もう一つ親睦委員会でお考おきねがいたい
のは、私の年度になってから年令的にも毎週

出てくるのは苦痛だということで、平田貢さ

ん、辻敬助さん、手塚林蔵さんが、やめられ
ました。若しよろしければ、林先生の送別会
に差支なく御出でを請うことが出来れば、出

席していただいてお別れしたいと思いますの
でご検討ねがいます。

それから西多賀ベッドスクールの会員証の
ことですが、印刷物に記してあるぼくの中の

夜と朝の映画をみる為の入場券にかわります
ので、とっておいていただきたいと思いま

す。
若しこれで足りないときは、私の店でもや

っておるし、ここの会員の高橋さん、上野さ

んの店でもやっておるので、もっと欲しい方

があれば、そちらからお求めねがいます。

今日′、インターウンという、どういう町か

わかりませんが、パンフレットが送られてき

たので回覧します。

黒谷雑誌妻鼻長よりのお願い

ロータリーの友の編集委員長の方から手紙

が参りました。「ロータリーの友の委員会で

は、会員の方々からアンケートをいただき、
ロータリーの友に掲載することになりまし

た。紙面の都合上同封いたしましたアンケー
ト用紙のみに有志の方々に御執筆いただきた

くおねがい申し上げます」このようなおねが
いであります。それで葉書が、このように5

通きています。若しおねがい出来る方がござ
いましたら、御協力をねがいます。実は、一
つは私の推奨する家庭料理とそのつくり方、

これが10〕字前後です。次は、50字前後の感

想文で、私の健康法と私の愛敬する人物、次

は私の愛読書または特に感銘した本、または

私の好きな花、これも50字です。私の受けた

躾と子供への朕、これが100字前後です。次
は私の好きな食物、これも50字前後です。よ

ろしくねがいます。

次期役員妻旦長以下の構成決定の報告

三井賢二君

副会長クラブ奉仕委員長五十嵐一郎君、幹

事高橋正太郎君、副幹事橋浦勝久君、会計長
谷川悦郎君、SAA鈴木弥一郎君、出席奨励

委員長大川喜一君、職業分類委員長笹原桂一

君、会報委員長三浦悌三君、親睦活動委員長
三井健君、会員推選委員長五十嵐八郎君、会

員選考委員長津田晋助君、プログラム委員長

新穂光一郎君、広報委員長佐々木敏全君、ロ
ータリー情報委員長池内方平君、雑誌委員長

伊藤貞次君、青少年委員長阿部嚢君、インタ
ーアクト委員長安藤定助君、職業奉仕委員長

手塚林治君、社会奉仕委員長嶺岸光害君、国
際奉仕委員長磨万江君、ロータリー財団委員

長小花盛雄君、以上の構成により次年度の運

営をやって行きます。（委員名略）

なおSAAが一寸手不足の感を持たれる方
があるかもしれませんが、近々新会員の入会

も予定されておりますので、その方をそちら
に充当する所存であります。

それから会員推選委員会が会員増強委員会
に代りましたので訂正ねがいます。

会長よりの要望

会員推選委員会が会員増強委員会を改称さ
れたことと、本年度会員増強を考慮中で現在
3名が幹事の手許まで入っております。これ

ら何人か一緒に会員になった方が、入る方が
よろしいでしょうし、7アイサイドミーテン

グを開くにしても、ロータリー情報委員会の

方で情報伝達するにも都合がよいと思うので

若し抵選の方があったら今月中にでも幹事の
手許まで提出をねがいます。

幹事報告

会報到着
秋田RC、郡山西RC、

郡山東RC、鹿児島西RC、

能代RC
チャーターナイト

三春RC　4月29日（木）

本荘RC　5月16日（日）

余日RC　5月5日（こどもの日）

余目第2小体育館
登録料4，000円　3月25日まで申込
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事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内⑳5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1・真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficial to all

concerned？

も隔りを翫り除こうや

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　61名

出　席　数　　　40名

出　席　率　65．57％

欠　席　者　阿宗君、阿部（嚢）君、長谷川

（文）君、早坂（徳）君、林君、

池内君、五十嵐（伊）君、五十

嵐（一）君、伊藤君、金野君、

今問君、金井君、三井（徹）君
摩君、斎藤（栄）君、斎藤（信）君

篠原君、高橋君、富樫君、驚
田君、薮田君

前回の出席　前回出席率　73・77％

修正出席数　　　52名

確定出席率　85・25％

メークアップ　阿宗君一新庄RC

林君一酒田RC

阿部（公）君、池内君、海東君
劣網君、中山君一鶴岡西RC

ビジター　五十嵐正雄君一鶴岡西RC

会長報告

先の例会で、林先生の退職のことで親睦委

員会を通じ、日程があれば送別会を催すよう
なことをお諮りいたしました。このことを林

先生に申しましたところ、先生は卒業式を了
えられてから直ちに山形仙台を廻り東京にお
帰りになるとのことで、本月一杯は在京なさ
るそうです。4月1日に帰られますが、いろ

いろの都合があり、日程の繰合せがつかない

とのことでした。大変有難いことですが会員
の皆様によろしく申し上げてくれと申された

ので、残念ながら、送別会の企画は取りやめ

ることにいたします。

次に粕川さんから一言挨拶ねがいます。

退会の挨拶　　粕川文男君

私は、今度の人事移動により、4月1日付
をもって、本部の方に転出することになりま

した。私が当地に参ったのは、恰度2年前で

その当時は姶めての土地でもあり、不案内の
ことも多く少からず焦燥感にかられてまいり

ました。

しかし、幸にも皆様の御好意により、赴任
当時から当ロータリークラブに入会させてい

ただいたので、会員の皆様からは勿論のこと
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会員各位を通じ、いろんな方々とも顔見知り
になりました。また会員の万々から当地の土

地柄なり、あるいは人柄なりを種々承わるこ

とを得て、私の当初もっていた不安が、なく

なりお蔭様で今日までたのしく過ごさせてい

ただいたことを厚く御礼申し上げます。

私がロータリアンになったのは、鶴岡にき

てはじめてで、それだけかこロータリークラブ

が誰彼の差別なくお互に考えかたの共通する

ものが、このように和やかに会合をもつこと
をはじめて経験したので、私の為には極めて

得がたい経験であったと考えております。
ただ心残りとするのは、私の意に反して、短
い期間で転出しなければならないことになり

ましたこと。あるいはゴルフ場が近くにある

にも係らず、最後まで腕が上達しなかったと

いうことであります。

転出といっても、山形であるので、おそら

く皆様が御出張などにより山形に出向く機会
が多いと存じますので、その節は是非お立寄
りいただき旧倍の御厚情をいただきたいと存
じます。
なお後任の支店長は、新潟の出身で、新潟

大学を卒業し当行に参ったのですが、鶴岡と
は縁の深い新潟出身であるので、私同様よろ

しく御指導御鞭栓のほどをおねがいします。

短期間何ら為すところもなく、むしろ皆様

方には足手まといの形でおありましたことを

誠に残念に存じます。この点悪しからず御容
赦いただき今後ともよろしくねがいます。

簡単ですが、お別れに際しての御挨拶とい
たします。

上記挨拶の後小池会長より在会中特に本年

度の苦しい予算の中で、会計の方を担当して
いただいたことに閑し感謝の辞があった。

青少年委員会と老人間題について

早坂源四郎君

先程会長さんから、何かスピーチするよう
に呼びかけられましたが、何も用意しており

ません。今度私がクラブの青少年委員になる
ことになりました。それについて先日の例会

で、青少年のことで何か一寸出たときに佐藤

さんが、青少年問題も大事だが、老人問題も
大事だという言葉がありました。それで、今

日の私の問題提起は老人問題であります。

先ず第一に老人とは何を指すかというここ
とです。要するに何才が老人に属するかとい

うことです。私は現在満66才でも、自分では

未だ老人意識はありません。家内も60才位の
年令ですが、婆というとしかられますので、
つとめてそんな言葉は使わぬようにしており

ます。老人とは何ぞや、次には老人の福祉対

策とは何ぞや、老人ホームに行って老人の慰

問をするのが老人福祉対策かどうか、次には

老人の健康問題、こういう点むこついて一つ皆

様の御意見を伺いたいと思います。

次にロータリークラブとして、老人問題を

扱うとすれば、如何なる委員会に属すべき
か。これは勿論社会奉仕委員会ではないか。

ところが次の三井委員長の会長のときに私は
はじめて青少年委員会に入るのですが、青少

年委員会で扱って悪いかどうかという問題で

す。これは逆のように考えられます。青少年

委員会で、老人問題ということ。今の青少年
委員会からインターアクトに委員会が分離し
ているので、青少年委員会のする仕事はボー

イスカウトのことをやるのかどうか。今ロー

タリーで扱っている青少年委員会というのは

インターアクトにしぼっておるということで

安藤さんなどほ特に御意見があると思いま
す。

そもそも青少年委員会というのは、社会奉
仕委員会から分離独立したものであり、さら
に青少年委員会からインターアクト委員会が

分離独立したもので、分化作用が発揮されて
おります。この問題と勘案して老人問題を青

少年委員会で扱うのも面白いではないかとい

うような気もいたします。この点かこつき石黒

先生、佐藤さん、安藤さんいろいろ御意見が
あると思います。舅網さん如何でしょうか、

どうぞ皆様の活発な意見を伺わせていただき
たいと思います。

張　　紹淵君

老人は何才からだという貴重な問題が捉起
されましたが、その定義には種々と採ること

が出来ます。素朴な定義としては戸籍をみれ
ば何才からという夙にすぐわかります。また

新聞その他の記事でも老人はいくつからと記
しております。老化の現象をおこすのは年令

的には27才～28才からで、そうだからといっ

て27才～28才というのはとんでもないことで
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す。私は老人の年令を定義づけて話をすると

長くなりますが、かいつまんで申し上げます

と、戸籍上60幾才というのは老人の標準には

なりません。これは各々に個体差があるから
です。老人クラブで後援されていることで癌
かどうかと、また老化とはどのような生理状

態かというについて10数年前から委嘱を受け
て、保健所の衛生係に連れられて田舎の公民

館などで講話してきました。

集ってくる老人の顔をみると、皆60才以上
70才以上の人達でも、顔をみると30才～40才

の方が沢山居られます。しかし老人だという
ことは言えず、結局老人は個体差があるので
よく調べても年令的に一様には云えない事で

す。ですからどうぞ気拝を若くしていること

が老人でないということの証左と言えます。

即ち若々しい気拝でいる限り老人ではないと
いうだけは言明出来ることと思います。

もう一つ私の経験を申し上げますと、小さ
い時からみたりしている人の事ですが、田舎

に出向くと、お前赤ん坊であったがこんなに

大きくなったかというようなことに出合いま

す。あたりをみるとどうも段々老化して、毛

髪もうすくなったり白くなったりして随分ふ

けてみえるなあというような感がしますが、

人の事はどうもおかしく、自分のことは未だ
20才～30才位の気拝でいるような感じがしま

す。他人の老人の風はわかるが．自分の老人
のことはわからぬものです。

学界も近ずいておりますが、来る3月28日
に世界社会奉仕の日となっております。ひょ

っとしたら私が留守になっていて、皆さんの

ご計画をたてるに必要な計画企画やパンフレ

ットが国際車仕委員長にきておるが、それに

出席出来ず残念に思っております。
ちょっとそれにふれて2～3申し上げたい

と思います。

私が小花先生のあとを受けて、世界社会奉
仕の担当をやっておりますが、仲々当初わか
らず、今でも本当はわかっておらず困ってお

ります。それで此間アンケートをとってみよ

うということで、一つアンケートをとってみ

ました。世界社会奉仕は皆さんどういうこと

が出来るかという大きな問題がとり上げられ

地区の社会奉仕の国際社会奉仕部門でデスカ

ッションしました。

それを綜合し、それを書き上げて印刷し、

各ロータリークラブに全部お返して、このよ

うになったということを報告しております。

その中で気づいたことを2、3申し上げ、

今年の世界社会奉仕の、それから国際奉仕、
それにオーストラリア行きの事にふれてみる
ことにします。

世界社会奉仕では、どういうことが一番出

来るかとアンケートをとった結果を申します

と、一番たやすいことからですが、古い切手

を贈ることで、一年に577万円の金額が、ネ
パールの結核の患者に使われておるので、そ

れでこれを続けたいと思います。それから花
の種を贈ることなど、見舞状を機会があった

ら差出すことが多く採り入れられているよう
です。変ったことといえば保原ロータリーク

ラブですが、目下ベトナムの方を看護婦とし
て養成して国に帰すことを盛んにやっており

ます。クラブ対クラブでよくやって行くため

に世界社会奉仕の計画というパンフレットが

ありますが、それをみてて、各ロータリーク

ラブが、実施にうつしているようでありま

す。
ローークリークラブの意見の中で、こんなこ

とがありました。印度に頗徴鏡を送ったりす
るなどよりも、国内に無医村が沢山あるから

そちらの方に金を使ったらどうかということ

です。無医村のこともさることながら、時と

場合によっては、そうでなくクラブはどのよ

うにすすむべきかということを広い視界にた

って、臨機応変に処置しなければならないと
思います。即ちクラブの予算を勘案し国内外
の両方に世界奉仕出来るように取り組むのが

本当だという意見がもっともと思います。た

だ国内の無医村だけとし、印度には贈らなく

ともいいでないかというようなことでなく両

方かこ手を廻すようになさることを望みます。

世界社会奉仕の担当となると、世界社会奉
仕、社会奉仕といわれますが、決してそうい

うものでなく、世界社会奉仕は、ロータリー
クラブの真の役割を忘れずに、ロータリーの

基本的な特色があるのです。ロータリーの目

的を失わず、ロータリーの福祉のためになる

ように、そして世界社会奉仕にどの位参与す
べきであるかというようなことを考えるべき

です。

世界社会奉仕の地区としては、各クラブ対
クラブ、世界社会奉仕がやれるように延長す
るというだけです。

何かあったら世界社界奉仕の方に手をお借



りしたいとしたら、私の方とか委員会の方に　例会変更案内
クラブから通知をもらい、そして援助してや

るというようなことが言われています。

以上が世界社会奉仕の話です。

私は家内と、また家内が病弱のため付添と
して私の姪とがオーストラリアの世界大会に

参ります。それから嶺岸さんがその妹さんが
オーストリアのラジオ放送局につとめており

3年滞在のところ既に2年にすぎております
ので、これらの関係もあって嶺岸さんも同行

されることになりました。

どうしてオーストラリアに行くかと云うと

穴沢バストガバナーが353地区を束にして国

際奉仕をやることとし、また大会のついでに

各地区クラブを訪問して親善をよりよく大き

くしようということで、これは非常にいいこ

とだと考え共鳴して行くことになりました。

私達はクラブ訪問コースを採り26名が一組

となっているようです。他の多くの方々と合

同することが出来ぬのを残念に思っておりま

す。しかしメルボルンとかシドニーなどで一

緒になります。次に、ストーウェルというロ
ータリークラブは、私がクラブの会長のとき

に向のリンゼさんがこちらを訪問しているの

で、そのお返しに行ってみようという気にな

りました。クラブから何かメッセージでもい

ただけば看難いと存じております。ストウェ
ルには12日～14日まで3日間滞在する予定で

す。あれは金曜日の夜の例会ですが、そんな

もので婦人も2～3人行くので呼び寄せるこ

とにしております。もっとも婦人も一緒に連

る例会ではないらしいときいております。

またもっと大会にいたかったのですが、団

体になると時間的な制約もあって、ゆっくり

出来ず、シドニーにもう一つの会、国際外科

会といい4人の友人もおりどうしようかと思
っているが考慮中です。

このように行くことになりましたが、クラ

ブとして、どういう夙にしていただき、僕等

はどういう夙にすればいいかということをご

指導いただけば幸に存じます。

幹事報告

会報到着　山形西RC、山形RC、
八戸RC、八戸東RC、

長井RC、天童RC

天童RC　3月27日（土）pM5．00

（クラブ創立記念日のため）

東京荏原RC　高輪プリンスホテル

4月7日以降

創立10周年記念式典の案内

花輪RC　5月23日（目）

八幡平湯瀬温泉　湯瀬ホテル

チャーターナイト案内

最上RC　5月2日（日）

新庄農高校向町分校
4月10日まで本申込
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊧5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwill and

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficial to all

concerned？

も隔りを取り除こうや

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　61名
出　席　数　　　45名
出　席　率　73．77％

欠　席　者　阿宗君、阿部（裏）君、荒明君
安藤君、長谷川（悦）君、早坂
（徳）君、林君、橋滞君、平田
（圭）君、粕川君、金野君、三
井（徹）君、斎藤（栄）君、斎藤
（信）君、佐藤（昇）君、富樫君

前回の出席　前回出席率　65．57％
修正出席数　　　54名
確定出席率　88．52％

メークアップ　五十嵐（伊）君一酒田東RC

阿宗君一新庄RC
薮田君一高畠RC
阿部（塞）君、長谷川（文）君、
林君、五十嵐（一）君、金井君
今間君、三井（徹）君、摩君、
高橋君、富樫君、鷲田君

一鶴岡西RC

ビジター　帯谷義雄君、五十嵐卓三君、
松田善三郎君一鶴岡西RC

スマイル　上野三郎君
酒田市浜町通りに、ホームベーカ
リーラッケル開店の為

会長報告

今日のスケジュールは、前回の例会で早坂

さんから老人問題を捉起されましたが、しり

きれになったので、今日改めて別の見地から
でも早坂さんからも一度発言をねがいます。

次に新年度の親睦委員の方々にお諮りした
いことがあるので、例会終了後お残りねがい
ます。
それから報告事項を申し上げます。それは

未だはっきりした数字をつかみ得ませんので

概数ですが、過日当ロータリークラブも共催
しました西多賀ベッドクールの映画の観賞会

は27日、28日の両日中央公民館で上映されま

した。27日の夜と28日の夜に私が出まして数

えたところによると、27日の夜が約80名位、

同日の昼が約100名位、28日の夜が約80名位

で大体合計で260名内外の方々からみていた

だきました。そのときに募金の由を設けまし

たが、たまたま小中学生が多かったためもあ

り募金の額は少く、総額で約13，000円位との

ことです。詳細は調べ了えましたらプリント

にして報告したいと存じます。西多賀ベッド

サイドでは大変喜んで帰られ、このような企

画があれば他の団体でもやっていただけば有
難いと言っておられ、ロータリークラブによ

ろしく言ってくれとのことでした。

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



それから、株式会社海外旅行からの案内で

すが、対照とするのがヨーロッパの生活体験
「夏のスイスで楽しい交流なしましょう」と

いうことです。ヨ一・ロッパの生活体験、ただ

年令が12才から18才までの男女が、夏休みに
スイスで過して、「若い世代に世界を身近
に」というテーマで、ヨーロッパの世界体験

をするということです。お子さんなりお孫さ

んに、参加させる会員の万がございますれほ

お申込ねがえれば有難いと存じます。その資

料を回覧いたします。
次に新会員の推選状について、次回例会ま

でで〆切りたいと思いますので、若し推還さ

れる方がありましたら、御提出ねがいます。

今のところ6人の万が出ております。一緒
にしたいと思いますのでよろしくねがいま

す。
次に時期的に手配がおくれて申訳なかった

のですが、此の度退会される林先生、転勤に

なります粕川さんにロータリークラブの方か

ら記念品として差上げるべく手配中のもの
が、今日届きましたので、私と幹事が林先生

までお伺いしてお届けしたいと思います。粕

川さんにもそのようにしたいと思いますので

ご了承ねがいます。

店舗開店の質問に応えて　　上野三郎君

お蔭様で、ささやかな家ですが、酒田市浜

町通り九一本店の三軒目の隣に、ホームベー

カリーを開店しました。ラッケルという名前

はデンマークの言葉だそうで、他の方からお

ききしたところによると、非常においしいと

か、高級だとかそういった意味だそうです。

私共のねがいとしては、その吉葉のような、
おいしい製品を楽しい雰囲気で買っていただ

き、いつまでも可愛がっていただきたいとい

うのが念願であります。どうぞ酒田においで
のときには、一寸お寄りいただけは有難いと

存じます。

老人間題について　　早坂源四郎君

先週の例会で老人問題を採り上げましたが
また本日も時間の余裕があるので、重ねてこ
の問題を採り上げたいと思います。

私の次に、佐藤伊和治さんがお話しなさる
そうです。それから池内さんも一言あるとい

うことで、私は10分間位この間題だけで恐縮

ですがふれてみたいと思います。

先日の例会で張先生が医学的な立場から．

老人には個体的に差があるので、年令的には
云えないというドクターとしての話がありま

した。誠にごもっともなお話で傾聴いたしま
した。私が老人を意識したのは昨年山形県庁
から老人の調査表がまいりましたアソケート

です。相当詳細にそれを記入しなければな

らん。それが大体60才を基準にしている。そ

れからその次に、市役所の方で、何か60才に

なると何かするというような保険があるとい

う話であります。また所得税法これはいま行
政面、所得税法から申し上げますと、皆様御

承知のように65才になると老齢控除というの
があります。これで何万円か税金が安くなり
ます。それから佐藤さんが会長をやっておら

れる厚生年金は、たしか満65才になると掛金
が15年間保険に入っておれば資格を得られま

す。私は末だそれをいただいておりません0

それは掛金が未だ15年にならんからでありま

す。来年あたりに箕えるでないかと楽しみに
しております。こういうことについて佐藤さ
んからお話していただきたいと思います。

以上からして老人とは満65才が基準になっ

てくるのでないかと思われます。一方立場を

かえてゴルフクラブはこれをどう扱っている

かというと、ゴルフクラブではシニアーとい

う特別の会員があって、これは60才が基準と

なっております。ロータリークラブはどうか

というと、60才で満10年会員であると、シニ

アーであることを本人が希望出来るとなって

おります。満65才になり会員で5年おると自

動的にシニアー会員にさせられます。という
ことは、ローークリークラブでは満65才になる

とシエアーと考える。シニアーというのは御

承知のように元老とか、上の人という意味で
老人という言葉に使ってないが、事実は老人
です。国際的にみても我国の所得税法厚生年

金法から云っても、外部的条件からみれば、
満65才が老人である。ただ問題は老人を意識
しているか、意識してないかというちがいだ
と思います。
こういうことを云ったって、ロータリーク

ラブの人はおそらく老人意識はないと思いま

す。何故なれば、仕事をしておられる。麦〉る
いほ社会的に活動しておられる。経済的に恵

まれている。こういう方は、私の考えとして

は老人の範囲に人らんではないかと思いま



す。

私はここで、老人間題として社会問題とし
て、採り上げてくる老人福祉の問題が、やは

りそういう環境の内助でないかと思うのであ

ります。これについて政府はどういう見解を

もっているかということをお話し申し上げて

私の話を終りたいと思います。

実は資料は偶然に見付けたのです。何か時

事通信の雑誌に書いてあった佐藤首相の答弁
ですが、これは今年の1月25日衆議院の本会

議で公明党の竹入議員に対する答弁です。

「最近における人口構造の変動に伴い、急
速『こ人口が老齢化しつつある老人福祉の問題
が益々重要になっていることは、さきに施政

方針演説においても指摘した通りでありま

す。46年匿予算の編成に当ってほ、充分この

点に配意したものであり、新しく一人暮しの
老人対策として、相談電話の設置、疾兵時の

看護人派遣に対する助成、老人の生甲斐を昂
めるための老人社会奉仕団活動の助成、寝た

きり老人対策として在宅枚能回復訓練を実施

するなど、きめ細い配慮を払ったものであり
ます。更には特別養護老人ホームの大型整備

をはかるなど、46年度予算をよく御覧いただ

ければ、老人に対して極めて冷淡であるとい

う非難は全く当らないことをよく御理解いた
だけると思います。なお老人以上の無償化に
ついて（医療費）御提案がありましたが、社

会保険審議会において老人医療は公費負担に
よるべきであるという意味が強いことは、私

もよく承知しております。しかしながら、一

方において、医療保険制度の抜本改正の一環

として、老齢保険制度の創設が議論されてい
るところであります。この問題についてなお

慎重に検討したいと考えます。なお当面老人
医療問題の改善をはかるため46年度予算にお
いて、健保の給付内容につき老人及び長期勤

続者を対称として改善措置を講じたことを申
し添えておきます」

以上のようなものですが、私は正直に言っ

て今申し上げたことはよくわかりません。し

かし政府もいろいろ問題を考えていることは

事実であります。我々がこれに対し余りにも

関心をもたな過ぎたことを今更ながら驚いて
いる次第です。自分自身が今更ながら法的に

老人ながら。以上でございます。

老人問題等について　　佐藤伊和治君

林先生が引退され、手塚さんがおやめにな

って、辻さんもやめられるということになる

と、私が最年長者になるかもしれません。

老人もいいところで、老人とははや桶に片
足を突込んでいることなりと云われるが、私
もその通りです。やはり秋霜落莫として、何
とも云えない感じというのが老人ではないか

と思います。私でなくて老人とは何ぞやとい

うことを、先頃からあたりでぎゃ－ぎゃ－い

っておりますが、第一線を退いたものが老人
だというが、それは形の上だけで、若し人間
は活きているのだから創造性がなくなったら

速かにあの世に行った方がよいと思います。

やはり新しいものを創造していくという意慾

創作慾がなくなったら作家も零で、創造力が
なくなったら人間も零です。そんなのが、育

っているんだから、老人福祉対策として金を

支給するなどということは、もったいないと

思います。マルチソ・ソーバーというイギリ

スの哲学者が、83才から85才まで3年間かか

って老人の対話という本を完成したといわれ

ます。その結論は、これから物をはじめると
いうことを忘れなかったら年寄というものは

素晴らしいものではないかと云っています。

それがなくなったらあの世行きだとのこと。
これが結論だったのです。

28代、30代は素晴らしいものだと思いま

す。40～50～60代などは、分別盛りでずるさ

の骨頂だと云われます。これはずるい人間の

集りだと裏返しによく云えば、分別盛りだと
いうことになります。やはり20～30代の本当

の向う見ずのアイディア創造力のあるところ

に人間の華々しさがあるでないかと思いま
す。
20～30代の世代をとり上げるのが年配諸君

の責任でないかと思います。俺がやるんだな

どということであったら、余程頭の悪い男で

ないかと思います。

忘れもしない2月27日に、厚生年金のこと

で陳情に行きました。事を実現するには、ど

うしても代議士の力を借りなければ仲々容易
に出来ないことを私は、昭和7年のときにつ

くづく感じました。私の会社の組織、財団法
人克念社は創立に際し、完全に当時の2区松
岡代議士の力を借りたのであります。彼の奪
斗振りは大したものでありました。

林先生が今度おやめになるとのことで、私



が2～3日前に高専に行って種々お話してき

ましたが、高専を運営するにしても．殆んど

代議士の力を借りなければ何も出来ませんと

彼が述懐しておられました。
私共も諸代議士からいろいろお世話になっ

ております。やはり最高機関だからそういう

仕組になっているので、これはと思う力のあ
る代議士に対しては、一辺の力を尽すのが、

我々地域住民のためにいいんではないかとい

うのが私の持論であります。
さて話が戻りますが、2月27日、厚生省で

は厚生年金のことで10ヶ所位廻りました。厚

生年金は、外国に比べて余りに劣りすぎてお
ります。それでもよくわからないが、わから
ぬなりに向うに当ってみると、厚生省の役人

も本当のことを云うので有難いものです。厚

生省の某局長から、君方のやることは実に有

難いから自分の革を貸すので大蔵省に行って
くれとのことでした。そして大蔵省は冷いぞ
と附言されました。
それから大蔵省に行って、恩給と我々の厚

生年金とが余りに差があり過ぎることで、
（これは天地の差もあるので、それでも社会

福祉なくして国家の経済の生長なく云々と云
われているが）役人と話し合いました。そう

したところ役人は、恩給と厚生年金に差があ

るのは君方の責任だと云うのです。役人は我
々が雇っているから我々を保護するのが当然

ではないかと。お前の方の従業員はお前万が

雇っているからお前万が保護するのが当然で
はないかといわれました。これに対して、国

家の経済を支えているのは役人では断じてな
いと。我々であると。それに差別をつけるの

は何事だと反駁したところ先方はだまってし

まいました。そしてよくわかりましたと云っ

ていました。しかしわかったものかどうかは
はかりしれません。

そう云ったこともあったので、私の本当に

考えることは、年寄として体力は衰えてそん
な感がするのですが、それが心の持ち方次第

などということでなく、自分が新しいことを

やることによって新しいアイディアが自分で

浮ぶということがあるうちは、私は年寄では
ないではないかと思います。そうでなくマン

ネリズムで、今までやってきたことをくりか

えすことでは完全な年寄と云われます。何と
云われようとも、俺は俺の考えがあり、20～

30代の人々の若い世代のアイディアをそっく

りとり上げて、それは俺がやり、責任は俺が

負うんだという風になってくることの方がい

いではないかと、私は斯様に信じて疑わない

のであります。まだまだやりたいが、やられ

なくなったときは左様ならなんだ害と思いま－

す。

兎に角ロータリークラブの老化現象なしと

私は断じて云われないと、やはり新しい活き

活きした事なたのしみながらやっていくとい

う恰好になるなら老化現象ではなく、そうで

なかったら老化現象と云えます。
重ねて申しますが、とに角新しいことを産

み出す力のあるうちは、老化現象ではないと

思います。

幹事報告

会報到着
郡山RC、尾花沢RC

例会変更
東京日本橋RC　4月6日

PM　5．30～6．30

チャーターナイト案内

尾張旭RC　6月20日（日）

ホテル・ナゴヤ・キャッスル

4月定例理事会

4月6日（火）AMll～　例会場
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四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficialto al】

concerned？

も隔りを取り除こうや

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　59名

出　席　数　　　48名

出　席　率　81・36％

欠　席　者　早坂（徳）君、橋浦君、伊藤君

黒谷君、今問君、金野君、三
浦君、斎藤（信）君、佐藤（伊）君
佐藤（昇）君、佐々木君

前回の出席　前回出席率　73．77％

修正出席数　　　52名

確定出席率　85．25％
メークアップ　阿宗君一新庄RC

阿部（薬）君、安藤君、長谷川

（悦）君、三井（徹）君、佐藤
（昇）君、富樫君一鶴岡西RC

ビジター　浅川進一君一新潟南RC

会員誕生　飯自祐倍君、新穂光一郎君

奥様誕生　阿部悦子様、小花春子様、

笹原郁子様、磨芙箆棒

皆出席

11年間皆出席

ク

8年間皆出席
6年間皆出席
5年間皆出席
3年間皆出席
2年間皆出席

3月100％出席

安藤定助君
鈴木善作君
石黒慶之助君
佐藤　　忠君
阿部　　嚢君
上村一郎君
小野寺　活君

41名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（裏）君、安藤君

張君、長谷川（悦）君、早坂（源）君、石井君
石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、五
十嵐（一）君、五十嵐（八）君、海豪君、金井君
上林君、小花君、小池君、今間君、嶺岸君
三井（徹）君、三井（賢）君、三井（健）君、岩

嗣君、中山君、小野寺君、大川君、磨君、

斎藤（得）君、佐藤（伊）君、佐藤（昇）君、佐

藤（忠）君、鈴木（善）君、新穂君、鈴木（弥）君
佐々木君、高橋君、手塚君、富樫君、常田君
薮田君

会長挨拶

久々で、療養中の斎藤栄作先生が元気な姿

・
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で例会に出席されましたので、斎藤先生から

ご挨拶をいただきたいと思います。

療養を了えての挨拶　　斎藤栄作君

しばらく例会を欠席しましたが、もともと

あまり出席のよい方ではないんです。病のた
め2月末から入院し、3月30日に退院してま

いりました。余り家にいて入院していても諸

般の事情で憩いと思い、新潟に参り入院しま
した。自分が入院してみるといろいろ感じる

ことがあり、ご参考まで申し上げたいと思い

ます。入院するなどということは経験したく

ないことなんでしェうが、一寸ご披露申し上

げます。
数年来私は十二指腸潰瘍を患っておりま

す。ご承知のように十二指腸潰瘍というのは

非常に簡単になおるのでありますが、非常に
再発し易い病気です。それから手術とか、何
か精神的なストレスがありますと大変にこの

病気に障るものです。何年来薬を飲んだり注
射をしたり、いろんなことをやってきました

が、昨年の春頃から痛みが出て、さらに出血

があったので、その辺でそろそろオー㌧パ∴一・

ホールしないと駄目になるではないかとのこ

とで、手術したのであります。大体十二指腸

潰瘍のある人は癌にならぬという前提があり
ます。それでこの点は全く心配はなかったの
でありますが、痛みがあるということで手術

をしたのであります。痛かったろうとか、心

配だったろうということをよくきかれるので

すが、私が外科医をやっている関係のためか

今日の外科技術の段階から申しますと、潰瘍
で手術をしてあとがどうこういうことは私に

は全く心配なかったのであります。これは手

術場に入る瞬間まで、また手術をして生命が
どうであろうとか、あとの結果が悪いことが

あるかもしれぬという、そのような心配はあ

りませんでした。

また痛みということに対しては、本日の麻

酔というものは非常に優れており、むしろひ

ょう痘とか小さい手術をするときには痛いこ

とがありますが、大きな手術になるとそれな

りに麻酔を前準備して行いますので、全然痛
みの心配はいりません。その点に関しては私

は全く心配しなかったし、結果的にも痛みは

全然感じなかったのであります。
ただ私はタバコが非常に好きなものですか

ら、手術後2～3日して吸ったら疫が引っか

かりましてこれを出すのに苦労しました。実

際から申しますと、10日位前からタバコを吸

うなと禁じられたのでありますが、仲々タバ
コというものはやめるわけにも行ざませんの

で喫煙したのであります。

家からみると、病院というところは種々の

雑誌にも書かれますか、私は入院しまして、

現在おる婦長が、私が以前新潟にいたときに
おったという関係にあり、外の医師も殆んど

知っているという関係もありましょうが、看

護婦の勤務などをみると全くてきぱきやって
おり、よく新聞雑誌に看護婦などが述べられ

る不平不満の態度などは微塵も感じられませ

んでした。それでその勤務については全く感

心する位でした。夜電灯を消していても、必

ず11時、1時過ぎになりますと懐中電灯をと

もして必ず廻ってきます。また朝の6時、夜
の9時も同様です。
一番手術後因ったということは、尿が出な

いことで、導尿を1～2回していただきまし

たが、自分で出せない、また大便も出せない

ということで仕方がなく、手術の翌晩から起

きて室内にあるトイレに参りました。これだ

けは何とも申しようがないほど苦痛に感じま

した。それ以外は何の苦痛もなく結果も良好
でした。

いろいろ皆様のご心配をいただき心から感

謝申します。まことに有難うございました。

会長報告

林先生が高専を退職され、昨日出発されま
した。駅頭に私と上野幹事が参りお別れして

きました0その前に当ロータリークラブの前　ヽ＿／

例に慣う記念品をお手許までお届けしてきま
した。同時に粕川さんにも記念品をお送りし

てきました。

それから地区のインターシテーミーティン

グがあり、4月1日に会長幹事が義務出席な
ので、山形まで行ってきました。これの目的

は、次期庄司ガバナーが、レークプラシット

で1週間に亘りガバナーとしての教育を受け

てこられるので、それの壮行会でありまし

た。その前に折角集合の依会だからと言うこ
とで、地区として行ってきた行事の報告やら

説明がありました。その中でお耳に入れてお
いた方がよかろうということが2～3ありま



すので、ご報告申し上げます。遠くの地区の

分割がなされるだろうということがその一つ

です。時期はいつになるかはっきりしません

が、地区の分割が近いうちにあり得るという
ことであります。

それから新年度の地区アッセンブリー（協

議会）は6月20日に山形で行うとのことであ

ります。義務出席が8名あり、各担当の分科

会でやるので、必ず代理を加えても8名出席
していただきたいとのことでした。

それから世界社会奉仕に係る報告でありま

す。張先生が一番よくご存じと思いますが、
ここで地区からきいてきたことを申し上げま

＼‾／　す。ペルーの地震のために見舞金として地区

＼ヽノ

で集めた額が、64万9千円ほどになっている

そうです。それと、東パキスタソに送る義援

金が40万9千円ほどになっているとのことで

す。ただ東パキスタンに送る方法が、今東パ
キスタソの国際国内情勢が特殊な事情がある

ため、その罷送った方がいいかどうかは地区

としても考えているし、また日本全体として

も考えたいということで、出来れば何か建物
を向うにつくってそれを贈るといりように決

りそうでした。

それからフイリヅピンにミシンをお送りす

ることは、大垣ロータリークラブが中心とな

って動いているとのことでありました。

それと韓国からの看護婦関係はキャンセル
になったとのことでした。

それからお願いですが、若者との間の話し

合いの場をつくるために、ローターアクトク
ラブを設立していただきたいという要請があ

りました。

当地区には五城の目クラブが一つあって、

なお現在外に3～4ヶ所の動きはあるけれど

も末だ誕生までは発展していないということ
でした。

それからオーストラリアとの交歓学生は、

昨年度は4名行って4名受入れたが、今年は
6名行って6名受入れるとのことでした。

それから研究交換グルrプほ計画中で、今
RIに申請しているということでした。以上

353地区の世界社会奉仕について承ってきた

ことの概要を申し上げます。

新会員5名推選について　　幹事より

只今お手許にお配りした桝会員5名の方が

推遷され、職業分類委員会と会員選考委員会
の所定の手続を経て、先程理事会に諮った結

果問題がないということで発表するのであり
ます。ここに書いてあるように本月15日まで

文書で理由を付した反対のご意見がなければ
その儀推選者の方にお廻しし入会をお奨めし
ていただくという手順になります。推遷され

た方々は次の通りであります。　（敬称略）

佐藤順治
佐藤1業㈱社長　　　　　綿製品加工

田中晶英

鯛殖産相互銀行鶴岡支店支店長
相互銀行

市川輝雄
鰍、ちかわ専務　　　　　玩具配布

富樫清治
マツダモータrス鶴岡㈱社長

自動車修理

小松広穂
㈱マルトミ商店社長　　　衣料品配布

次に5月2日（日）最上クラブのチャータ
ーナイトが挙行されます。前にもおねがいし

ましたが、出席の方は張先生ご夫妻会長とそ

れから私であります。何しろ出席者が少いよ
うなので、何とか皆さんから更に出席者をお

募りします。今日例会終るまでにお申込ねが
います。なお前日に鳴子カントリークラブで

親善ゴルフ大会もあるそうです。

IC地区大会の委員会設置について

会長先程の理事会にもかけたのですが、来

年度のインターアクトクラブの地区大会が、

当クラブがホストクラブとなって8月に行わ

なければならないことが確認決定になりまし
た。恐らく8月20日過ぎになることと思いま

すが、新年度になってから準備に取りかかっ
ても、その期間が短くなり容易でないなどの
こともあって、この地区全体のことなので、

特別にその為の委員会をつくっていただいて

すすめていただくことに決定しました。
それでインターアクトの今の安藤さん、委

員の斎藤信義先生と三井先生の3人の方々で

特別の委員会を指名されてつくっていただく
ようにおねがいのます。

これは普通のクラブの委員会とは別個のも

ので、地区大会を運営するための特別委員会

ですから、若し任命されたらよろしくご協力



ねがいます。

ICの動向について　　安藤足助君

学期末に入る前に高専ICの会合があり、
幸に昨年のメンバーが殆んど全部地区大会の
ために後輩の応授に残るということで、昨年
の会員プラス新会員ということで新年度の会

員が強化されました。それで昨年の会員が新

年度がはじまってからはじめておくれるとい

うことで、大まかな手順を決めてそれを新し
いメンバーに申し送るということになりまし

た。今日から学校が始るので、始るとすぐ新

しいメンバーで肉付をしてゆき、それを旧年

度のメンバーが応援をするということでIC
の方は段取が進んでおります。

それから斎藤信義先生との話し合いで、R
CとICとの関連は大まかな筋書ができるま

では、ある一部の人ですすめて、その肉付し

ていくことをRCに相談して、それから実行

委員会とも相談して、意見を容れて行った方
が早く繰るではないかというようなことを検

討中であります。そこでクラブの委員会をつ

くっていただくことは大変ありがたいことと

存じますので、その段階で是非共つくってい

ただくようおねがいします。

再びIC地区大会委員会について　会長

先程も理事会でその話があって、飽までも
理事会としてほインターアクト委員会にお委
せして、そういう委員会が必要であればそち

らの方の配慮でつくっていただいて結構だと

いうことなので、自由に考えて人選していた

だけは、お手伝いしたいと思いますのでよろ
しくねがいます。

インターアクト諮問委員会存続について

標題のことについて、池内君、早坂君、石

黒先生より夫々発言がなされた。このことに
ついて会長より、改めて、今のインターアク

ト委員会というのがクラブ奉仕の中にあるの

だから、それの中で検討していただき若し、

諮問委員が必要であれば、はっきりしたもの
をつくっていきたいと考えるので、これも併

せてインターアクト委員から考慮ねがいたい

旨の要請がなされた。

会員のお芽出たについて　　新穂光一郎君

岩網兼松君　業界に尽せる功績により近
々藍綬褒章授与を受くるこ

と。

斎藤栄作先生　宿病の病気快気のこと。
高橋正太郎君　NHK・TV放送において

卓越せる意見発表のこと。
斎藤信義先生　林先生のあとを継ぎ鶴岡高

専の校長に就任されたこと

柴谷正夫君　娘さんが歯科医大に入学さ
れたこと。

以上の方々のお芽出たを披露されました。
また夫々の方々からスマイルされました。

幹事報告

会報到着
東京RC

チャーターナイト案内

平塚北RC　6月8日

平塚市民センター
登録料　￥4，000

例会変更
最上RC　　殖産相互銀行支店

PM12．30　4月より

八戸東RC　5月7日（金）→5月3日（月）

5月3日　創立10周年記念

行事のため。

＼、＿／
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顔阿ロータリー

第598号

1971．4．13（火）

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊧5775

四つのテスト

〟言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

concerned？

こ隔りを取り除こうミ

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　59名
出　席　数　　　40名
出　席　率　67．80％

欠　席　者　阿宗君、荒明君、長谷川（文）
君、池内君、石井君、五十嵐
（伊）君、五十嵐「一）君、金井
君、黒谷君、金野君、嶺岸君
三浦君、買網君、斎藤（栄）君
斎藤（信）君、佐藤（伊）君、笹
原君、富樫君、鷲田君

前回の出席　前回出席率　81・36％
修正出席数　　　50名
確定出席率　84．75％

メークアップ　今間君、佐藤（昇）君
一鶴岡西RC

ビジター　市谷義雄君一鶴岡西RC

会長報告
予て、ご報告いたしました文化会館前の掲

示板が完成したので、私と佐藤昇さんと現幹
事出張のため次期高橋幹事とみてきました。

値段のことは弱いのですが、25万円かかっ
てるので掲示板としては立派なような感じの
スチール製のものでした。クラブの名前を入

れるかどうかについて相談を受けたが、種々
考慮の結果、マークだけを隅の方に入れるこ
とを要望してきました。金属で出来ているカ
ーバッヂのようなもので、スクリーンのとこ

ろに付けてもらう約束をしてきました。機会
を選んでご覧ねがいます。

ロータリーと政冶活動について
早坂源四郎君

ロータリーの友の4月号の中に記載してあ

る談話室に、こういう記事が載っておりま

す。秩父の片山さんという方のかかれたこと
で、途中から読みますと、（会話体になって
おりますが）
「たしかにクラブ全体がマンネリ化して新鮮
さがなくなった。うちのクラブは会員数が君
のところの何倍もあるが、独創性もなく、会
員も追従型が多くなる。いわゆるおつき合い
で昼食を食べるだけの会員が多くて困るよ。
委員会活動も、事業報告書作成のための奉仕
活動かと思われるものが多い」

これに対しA会員が、「実際に地域社会改
善のために、ロータリーが実施している具体
的事項は、あまりに貧弱過ぎます。奉仕活動
の殆んとが寄付表彰、それに類似した行事に
限られているのが大半ではないでしょうか。
市長、市議会、教育委員会その他の団体に対
して、ロータリーに耳を傾けさせるように仕
向ける。そしてそれを政治に反影させ、地域
社会の発展につなげるその原動力となるのが
ロータリーの奉仕だと思います」

この会員はおそらく若い会員と思います。
これに対してBは、「仲々いい点をついてい
るね。形式化からきたマンネリズム老化現象
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など、これを打破しなければ、若い会員を迎
えても皆失望する。そして世間もみなそっぽ
をむいてしまうのだ。喉と、お金のある結構
な社交クラブだなどと、蔭ロされる訳だよ」
という一節ですが、その中で私が若干疑問に
思いましたのは、市長市議会、教育委員会そ
の他の団体に対して、ロータリーが働きかけ
るという、所謂政治的行動をするという点で
あります。

これをロータリーが、どう解釈しているか

は、充分に識つておられる会員も多数おられ
ると思うが、その点に関し末だお気付のない

会員もおられると思いますので、情報委員会
を出し抜いてまことに恐縮でありますが、定
款を一つ読ませていただきます。
定款の第9条に、公共問題というのがあり

ます。その第1節に「都市の一般福祉につい
て本クラブ会員は利害関係を看する。そして
かかる福祉に関する公共問題の真価について
は、会員の個人的意見を纏める上に会員を啓
蒙するため、クラブ集会において、公正且つ
聡明にこれを研究討議することができる。但
し、本クラブは論争中の如何なる公共議案に
対しても意見を発表しないこと」また第2節
に「本クラブは、公職に対する候補者を確認
したり、推遷してほならない。又、如何なる
クラブ集会においても、かかる候補者の功罪
を論じてはならない」この2点であります。
私は今の若い会員のロータリー活動を、も

う少し地域社会福祉向上のために活動すべき
であると思います。それと、この定款との関
係を如何に判断すべきかということを私なり
に考えたのでありますが、ロータリークラブ
がどうして、こういう風な政治活動を禁止し
たかという点と、ロータリークラブ自体に対
して政治的のことに関しては口を出すなとい
うことであって、個々の政治的活動を禁じて
いることではない。むしろこれを地域社会に

反映して地域あるいは国家の福祉のために個
人が政治活動することをむしろ奨励している
と解すべきでないかと思うのであります。
そういう意味で、会員の中から例えば市議

会に出るとし、そしてロータリーの考え方を
市議会に反映させるということは、ロータリ
ーとしては最も好ましいことでないかと思い

ます○ただし、クラブがそういう政治的活動
をしてはいかぬという点は、ロータリークラ
ブはやはり自由（宗教的自由、人種的なへだ
てがないなど）それと政治的にはフリーであ
るという立場をとっているので、クラブが一

つの政治的見解を示すことは、会員の自由な

政治的見解を拘束するではないかと考えられ
それがいけないという点に帰すのではないか

と思います。

更に公職の供補者を推遷したり、その功罪
を論じたりすることをクラブの集会において
やってほいけないのです。例えば、今度の市
長候補者は、どうも変な恰好しているなどと
いうことは、こういう席上で決してロにすべ

き問題ではないので、こういう点は充分に慎
まなければなりません。それはロータリーは
基本において友愛、即ちフレンドシップを基
としているので、クラブの内部でも選挙に種
々候補者が出るとしても、特定の候補者をク
ラブの集会において推還したり、或はあの侯

補者は駄目だなどと発言すべきでないという
ように禁じておるのではないかと思います。

以上、ロータリーの友のこういう風なこと
について、2つの考え方を私なりに調和した
のですが、若しご異論がありましたらご発表　－－＼＿／
を願います。

早坂発言に対する意見発表と
面白いと思った本の紹介について　会長

今日配られた青年会議所会報4月No．3号に
記載している横山さんの記事ですが、青年会
議所は政治に介入しない。一党一派に傾いた
行動は取らない。これが基本精神だというこ
とが書いてあります。しかし、地域の開発を
考えるためには、政治の力をより大きく活用
しなければならないということと、だから政
治と切り離して考えられないということが記
してあります。やはり行動しなければいけな
いということなので、唯この例会場の会では
ある特定の候補者の推選ということでなくて
飽までも自主的なものと思います。それでそ
のような解釈をしていただけばいいでないか
と思いますが如何でしょうか。
上記とは直接関係がないが、本の紹介みた

いなことをやってみたいと思います。
ご存じの通り、「日本人とユダヤ人」という

本が関心をもって読まれております。著者は
自らユダヤ人でイザヤペソダサンということ
で記しております。実際この名前の人が実在
するかどうかは不明です。この本の帯に書い　ヽ・－′
てある文章を読みますと、「全員一致の決議は
無効だ」とユダヤ人ではそのように考えてい
るといっています。日本人の場合は、全員一
致の決議こそ最も有効だと考えています。

ユダヤでは、全員一致で議決するというこ

とは、その時の昂奮状態で全員が一致したの
か、或はある特定の非常な圧力があって、全
員一致にされてしまうかということの危険が
大分あるのだということで、ユダヤ人では無
効だといい、日本人の考え方と全くちがうと
いうことが書かれております。

この著者を紹介しようと思っても、著者は
わかりません。どこに所在するかもわからな
いのです。



この本の書評で面白いのがあったので読み
上げて紹介に替えさせていただきます。

最初に、日本人は何と幸福な民族であった
ことだろうということではじまります。日本

人はたしかに、内乱があり飢餓があり、天災
もあったが、しかしバビロニアの入蓮以来国
家をなさず、全世界に流離散在し、様々な迫
害を受け続けてきたユダヤ人からみれば、日
本人は常に安全で自由であったと言っており
ます。そこで、安全と自由ということで、日

本人は、水か空気みたいに唯で手に入れるの
が当然だと思っているが、ユダヤ人にとって

安全を守るということは、自分の全財産をか
けても守らなければならないものだといって
います。

日本人が農工民族であるが、ユダヤ人は放
牧の民であり放牧民族というものは土台なま
けものなので、日本人餌な勤勉さは、全く不
用なので無意味に感じています。羊の鼻をい
くら熱心になでてみても羊が繁殖する訳では
ないので、ただ忠実な管理者として羊を看守
っていればそれで充分なのです。ただ農工民

族の日本人は、丹精を込めて稲を育成すると
いう生きかたを永く続けてきているというこ
とで、日本人の考え方即ち農工人的な考え方
と、遊牧民族的なユダヤ人の考え方に違いが
あるのです。
非常に日本人を幸福な民族であると、他民

族に比べて看採っているようです。
更に日本人は、同一行動をすることが非常

に上手なんだと云っており、同一行動を採る
ことの良否のことでなく、驚くべき成長をも
たらしたものが、それなのだとのことです。
例えば、隣でカラーテレビを入れたから自

宅でも入れるとか、隣にピアノがあるから自
宅でも買うということ、即ちそういう精神が
明治時代における驚るべき発展を促している
のだと言います。これが前記テレビ、ピアノ

、　　と同じ論理に基くものとみています。だから

＼、＿〟／日本人は全員一致して、同一行動がとれると
いうように、何千年来訓練されてきている民

族であること。だから明治というような大変
革期大躍進の時代にあっても、日本人は一人
の英雄もいらなかったので一人のナポレオン

もレーニンもいらないし毛沢東も必要としな
かったとのこと。これは日本人でなければ出

来ないことで、天の時、地の利、人の和をも
って日本人は実に見事にやってのけた民族だ
ということを賞めているのか、けなしている
のかわからないが、そのような書き方をして

おります。

日本人は政治的にも大天才なのだと言い、

朝廷と幕府が両方とも共存していたなどとい

うことは、他民族では絶対考えられないこと

で、実にうまくやってのけた民族だといいま

す。それと、今の時世にあてはめて、沖縄の
返還を解いております。沖楓を返還してもら
うとき、米中ソを巧みに操り、何と見事な政
治的勝利をかち得たものだろうか。一滴の血
も流さずに失われた土地を奪い返したという
民族は未だないのだといっております。そし
て、あの政治的天才かなと結んでおります。
前にも言ったように、賞めているのか、け

なしているのかほわかりませんが、非常に面

白い論法なので申し上げておきます。
最後に一寸警告みたいなものも出しており

ます。お互に交ってあれば相互理解が出来る
と、単純に考えている日本人が余りにも多い
という。日本人は自由とか、安全を唯で手に
入れたような民族だから、そういう風に考え
易いんだと言っております。それでジャンボ
の時代がくれは世界は、もっともっと狭くな

り、お互に肩をふれ合い、話し合う機会は益
々多くなり日常のこととなるかもしれない。

だがそれが相互理解に通じるなどとは、絶対
に安直に考えてはならない。若しそうならば
ユダヤ人はもう2千年もの間西洋人と肩をふ

れあってきているではないかというようなこ
とです。
だから、一つの日本人に対する警告とも云

えるし、またある一面からみれば日本人は幸
福な民族なのだというようなみ方もあるでし
ょう。ただ本当に日本人は幸福な民族なのだ
ろうかということで了っているのです。

これは大宅壮一賞をもらった本で、必ずし

も、この本の見方が正しいかどうかはわかり
ません。この間来日した未来学者のハーマ一
．ヵーソなども日本人を賞めているが、日本

人というものを民族的に、他民族との比較で
論評していた本というものは、今まではごく
稀な数しかなかったという気がし、これが果
して本当に日本人をみているのかどうかとい

うことではないが、興味をそそる本が出てき
たということだけご紹介申し上げます。

早坂発言に対する意見発表　　張紹淵君
私は不勉強のため、例会にくることにより

世間のことを習うことを期待しております。
会長さんから話のあった本の紹介のなかで

沖親に関することがあり、日本人を覚める言
葉がありました。何故日本人がすぐれている
かの考え方については、著者のいうことがも
っともとわかる気がします。考えてみると、
相手を理解して呉れる人もまたえらいと思い
ます。

さて、早坂さんから発言されたことについ
てですが、政治的なことについて私はロトーク
リー会員として斯様に考えております。即ち
国際ロータリーの中に、国際ロータリーの会



員として取扱うのは、例えは鶴岡であれば鶴
岡クラブ全体だけであって、その組織の中の
会員は細胞の一つ→つであることを考え合わ
せると、クラブと個人の見地から一会員とい

うことから考えてみなければならないと思い
ます。例えば、うちのクラブの出席が悪いの
は、個人個人があまり責任感をもっていない
あらわれでないかとも思われます。

昔私が受けた小学校時代からの教育では、
個人、それから公のことについて、公のこと
は個人のことよりも大事なことだと教えられ
てきました。ところが、今の教育は、その反
対のように考えられます。そういうちがいか
らクラブの出席も、皆さんは大体私と同年輩
の人が多いようで、子供等の行動から感化さ
れて、今様の教育で育成されたような形とな
り、段々ルーズになってきたのでないかと思
われます。今の当クラブの出席率をみると、
平均点よりも下です。ピソではありません
が、せめて平均点より以上のことを、月に一
日とは云わず、一年に一回でもあったらどう
かと思います。あるいは不愉快な話しと思わ
れるかもしれないが、そのようなことを考え
ましたので申し上げます。
それから、政治的のことについては、個人

同志の応援なら私は何ら差支ないことと思い
ます。この席でいろんなことをしゃべったっ
て何も悪いことではないと思います。ただ、
クラブとして纏め上げ、こういう意見だから
こうしようというような決議をしてはいけな
いことは当然と言えます。若し、以上の考え
がまちがっていたなら御指摘ねがいます。

カチカチポールの流行について　安藤足助君
このごろ4日間東京に参り、一生懸命今後

の景気についての動向をさぐり、私の方の仕
事がうまく行くかどうかを調べてきました。

その中で非常に奇異なものをみつけてきた
のでご紹介いたします。
大半の方がアメリカンクラッカー（カチカ

チボール）を未だご存じないようです。アメ
リカンクラッカーというのがアメリカで、フ

ラフープ、日本のヨーヨー、ダヅコちゃん、

ああいうブーム以上にカンシャク玉が爆発し
たような、そういうブームをよんだ、大人、
老人、子供の共通のオモチャです。玉が2つ
紐で吊してあり、環に吊した玉を上手に操る
と、カチカチカチとぶつかるものです。
2～3日中に再びテレビに出ましょうが、こ

れを日本ではカチカチボールということで、
4月の始め頃から東京に入って、（私が東京
に行ったのは7日でした）7日の時点で、銀
座に1店、渋谷に1店でかちかちやっており
ました。それが3日間すぎた10日には、銀座
4丁目から数寄屋橋までの片側の通りに7人

渋谷では4～5人露店で売っておりました。
電車の中、上野から発つ汽車の中では殆ん

ど土産の中にカチカチボールをむき出しでぶ
ら下げて、大人も子供もにこにこしておりま
した。これが僅か3～4日にこのような普及
をみました。それを数字的にみると、3月に
出荷された数が40万個、4月は200万個の出
荷予想、5月6月は400万′｝600万個出るだろ
うということで、怒気の強い商社が、やっき
になってこれをねらっております。

有力デパートが、2，000万円の現金を積ん
で単独契約をしたという事例もありました。
その位デパートから露店商まで、ブームに夢
を賭けてカチカチボールの普及をやろうとい
うことにやっきになっておりますし、それか
ら大人も子供もカチカチとすごい魅力を感じ　＼－、＿／
ている状態です。

これを新聞その他でチェックしてみると、

何のためにブームを呼んだかというと一つは
集中力の訓練と言い、それに人間回復のPR
だといっています。それから不況にあえぐア
メリカ人の慾求不満のはけぐちをこれらに求
めたのだと言っております。更に対話の出来
るオモチャとして大人が喜ぶとも言われ、そ
れから管理社会のそこはかなき反発だと言う
ようなことが記事としてのっております。
一番ひどいのは、週間誌に、大蔵大臣がや

っているところが一面ぬきで出ております。
その脇のところに立石電気の社長がやってい
るとこが出ています。大蔵大臣は、これに対
して、これは面白い。今まで眠っておった神

経が呼び覚されるのでそれで皆が喜ぶんだと
言っております。また立石電気の社長は、こ
れは非常にすぐれた集中力の訓練になるのだ
といっております。

そういったことで、今ものすごいうけに入
っております。これは恐らく大阪では7日現

在で、東京の4月のはじまりの状態であった
が、4月15日には東京の今日のような状態が
くるであろうと思います。東京は6～7月で　ヽ＿、＿′

大体一般に行きわたり、大阪は6、7、8月
に行きわたり、9月頃から東北、関西、北海
道、九州と伸びて行くだろうということで、
或いは北海道と東北が一緒になるかもしれな
いとのことでした。この不況ムードの中に爆

発的なカチカチボールの景気らしきものが出
ているということを興味本意に報告申します

幹事報告
会報到着　八戸RC、会津坂下RC、藤沢

RC、鹿児島RC
例会変更案内　天童RC　4／17（土）

AM6・0～清掃　AM7・30～例会
舞鶴公園清掃のため

チャーターナイト案内　戸畑東RC　5／29
戸畑文化ホール安川第五都民特別講演
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊧5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficial to all

concerned？

ミ隔りを取り除こうミ

出席報告

本日の出席　会　員　数　　60名
出　席　数　　　44名
出　席　率　73・33％

欠　席　者　荒明君、長谷川（文）君、長谷
川（悦）君、早坂（徳）君、橋浦君
石黒君、五十嵐（一）君、伊藤君
金野君、小野寺君、斎藤信）君
谷口君、佐々木君、津田君、
阿部（公）君、五十嵐r‾伊）君

前回の出席　前回出席率　67・80％
修正出席数　　　47名
確定出席率　79．66％

メークアップ　阿宗君一新庄RC

五十嵐（伊）君、金井君、嶺岸君
芸網君、富樫君、鷲田君

一鶴岡西RC

ビジター　桜井瑞男君一鶴岡西RC

会長報告
唯今途中まで回覧になっている会員の顔写

真集、即ちあの漠この軌は、張先生の大変な
ご努力により出来上ったもので、どうぞごら
んねがいます。
次に今度の国際大会がオーストラリヤのシ

ドニーで挙行されますが、第353地区と向う

の地区とがマッチドクラブでありますので、

地区から訪問するときに郷土人形をお持ちす
るというお話をこの間申し上げました。その

人形が今お目にかける人形であります。
穴沢バストガバナーの方で一括購入されて

出席される方が持参していただきたいとのこ
とで、こちらに送られたものです。荷物にな
って恐れ入りますが、お出でになられる方か
らお持ちいただきたいと存じます。個数は2
ケあります。どこのクラブに差上げるのか未
だはっきりしていません。

それから永い間鶴岡高専の校長先生であら
れた元当クラブ会員の林茂助さんが東京の方
に居住され挨拶状が届いているので、読み上
げます。

拝啓　桜花らんまん誠に心地よい昨今皆々様
ご健勝の事と存じます。
さて、私こと退任、帰京に際しては皆々様

のご厚意誠にありがとうございました。また

送別会、記念品、多額のご餞別、駅でのお見
送りなど誠に感謝の至りでございます。

幸に無事帰京、毎日荷物の整理や庭木の植
えかえなどをいたして、着京以来一週間が過
ぎ、やっと自分の心にもどり、過ぎた8年間
をふりかえりつつ、皆々様のご厚情をかみし
めている処でございます。
皆々様のご多幸をお祈りしつつ、ご厚志に

対し厚くお礼を申し上げます。　　　敬具
昭和46年4月12日

会
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鶴岡ロータリークラブ皆々様

東京都目黒区緑ヶ丘1－3－22
林　　　　茂　　助

電話（03）717－0302

それから鹿児島西ロータリークラブの鮫島
志芽太さん、その人は日本で一番えらい人と
いう本の著者であり、また当クラブと姉妹ク
ラブのメンバーの一人であります鮫島さんか

ら書翰が参りました。それでこの書翰を読み
上げます。

謹啓　暖くなりましたが、錦地は未だ冷える
日が多いことと拝察いたします（ノ皆々様はお
変りございませんか。

この度、小生、錦地、松ケ岡開墾場創業百
年祭にお招きをいただきました。臥牛、南洲
両大先生はじめ諸先生を軸とする庄内、薩州
の百年の道縁を感じ、光栄、感恩を以って錦
地に参上いたしたいと存じます。国家、社会
民生に役立たんとする大義の心に、かって両
津人士が結ばれて協力し合ったことは、今日
私たちがロータリーの精神として受けついで
いるものと思い、感概深いものがあります。
貴クラブと兄弟クラブの盟約を結んで5年余
になりますが、私どもいたらぬことばかりで
ございました。この機会に少しでも盟約の精
神に沿いたいと存じます。
私は同行2人と4月27日午前6時24分鶴岡

駅着、日本海号で参りますが、当日は貴クラ
ブの例会日であると存じます。午前10時から
松ケ岡の式典その他がありますので、出来ま
すならば例会の終る午後1時半までには、例
会場のひさごやに参上して、皆々様に、ごあ
いさつ申し上げたいと存じます。

ご存じの会員の皆々様、小花先生、斎藤さ
ん、安藤さんなど各位にお会いできるのを楽
しみにしております。

しかし、どうぞ、御出迎えや、歓迎その他
費用手間のかかることは一切、御心配無きよ
う堅く堅くお願い申し上げます。ただ例会場
で皆様と話が出来ますれば、それで充分でご
ざいます。
それでは、右お知らせだけ申し上げまし

た。当鹿児島西クラブ一同からも、よろしく
とのことでございます。　　　　　　敬具

鶴岡RC会長他御一同様

鹿児島西RC
鮫　島　志芽太

る鹿児島から鮫島さんが当
地に27日お出でになるので、当日の例会時間
を出席者一同賛成して13時から14時に変更す
ることに決りました。
なお理事会に諮りどのようにしたらよいか

決めることにいたします。

新会員田中晶英君紹介の言葉　新穂光一郎君

仕事の場が近隣にあたるので、私が紹介す
ることになりました。田中晶英さんは粕川支
店長の後任で、山形殖産銀行の鶴岡支店長と
して過日赴任されました。田中さんは昭和29
年に新潟大学の人文学部法律学科を卒業され
ここにお出になられる前には宮内の支店長を
1年9ケ月なされました。その間勿論ロータ
リークラブのメンバーでした。お生れは新潟

県の三条市です。私は2～3回お合いいたし
ましたが明朗で、きさくな感じで銀行の支店
長という感じから遠いようにみとられまし
た。また鶴岡では数の少いユーモアを解する
人でないかと思っています。本人の弁による
と自分は新潟県特有のオヅチョコチョイのと
ころがあるとのことでしたが、それはご謙遜
だと思います。現在39才で非常に若いェリー
トな支店長であります。

上記に引続き田中晶英君から入会に際して
の挨拶がなされました。

その後小花盛雄先生、佐藤伊和治さん、早
坂源四郎さん、張紹淵先生から、市政や選挙
に関する発言がなされました。

幹事報告

会報到着　能代南RC、郡山RC、石巻東RC
鹿児島西RC、村山RC

例会変更
酒田RC　4月21日

PM12・30　本間美術館旧館
山形RC　4月21日

PM　5・30　四山楼（観桜会）

第353区地区協議会
6月20日（日）AM9・30　山形県民会館

員等品是芸昌真言8砦雷雲務裏芸等票差芸　」
のときは当該委員会より代理を出席させて
いただくこと。

創立総会の案内
郡山南RC　5月23（日）PM2～5

郡山市　大東相互銀行　登録料1，500円
4月6日発表の推選新会員については異議の
申出はありませんでした。
なお次の2名の方の推選新会員を発表いた

します。（敬称略）
中野清吾　㈱鶴岡日石社長　燃料油小売
佐竹　普　㈱庄内シャープ社長

電気器具小売
以上2名の方に異議があれば今月末までに

文書で幹事まで申出でねがいます。
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第600号

1971．4．27（火）

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊧5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwill and

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficialto al】

concerned？

も隔りを取り除こうや

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　60名
出　席　数　　　40名

出　席　率　66．66％

欠　席　者　阿宗君、阿部（公）君、阿部

（嚢）君、荒明君、長谷川（悦）君
早坂（徳）君、平田（圭）君、石
黒君、伊藤君、金井君、金野君

嶺岸君、三浦君、斎藤（信）君

佐藤（伊）君、佐藤（昇）君、佐

藤（忠）君、新穂君、笹原君、
佐々木君

前回の出席　前回出席率　73．33％
修正出席数　　　51名

確定出席率　85．00％

メークアップ　長谷川（文）君、石黒君
一温海RC

阿部（公）君、長谷川（悦）君、
五十嵐（伊）君、小野寺君、斎

藤（信）君一鶴岡西RC

ビジター　斎藤一郎君一酒田RC

五十嵐正雄君、菅原久弥君、松田

喜三郎君一鶴岡西RC

スマイル　小花盛雄君

市議に当選を記念して

会長報告

本日の例会時間を30分間繰り下げましたの

は、鹿児島西ローークリークラブの鮫島さんが

当クラブ訪問の予定で、それに合わせる意味

で繰り下げたのです。しかしどうしても鮫島

さんの本日の出席は叶わないということでご

ざいます。

それは松ケ岡さんの方でお招きして、今日

は先方のスケジュール（松ケ岡開墾100年記

念式典）が一杯で、他に出られては困るとの

ことのためです。

今朝安藤さん斎藤栄作先生、上野さん、高

橋さんらが駅に出迎えてそのようにお話をう

けたまわってきたとのことです。その節、畏

久島の杉でできたこの額を頂載しました。そ

れから向うの焼酎を2本クラブで頂載しまし

た。同時にメッセージを頂いたので読み上げ

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



ます。

鶴岡クラブの皆様お元気ですか。

かつて皆様が鹿児島に来られて、鹿児島西
ロータリークラブに寄せられた御懇情を謝し

本日元会長鮫島志芽太君が錦地を訪問するに

当りまして友愛と奉仕の心を以って兄弟RC
へのごあいさつを申し上げます。

貴RCの御発展と会員皆さまの御壮健を心

から祈ります。

鹿児島西RC一同より

4月26　日

鶴岡RC会長様
他御一同様

鹿児島西クラブ会長　久保田彦穂

幹事　久保　政治

鹿児島市城山町
ホテル　鶴　鳴　館　内

そのことについて許される時間は29日午後

からで、先方のスケジュールからは完全に外

れるとのことで、当クラブとしても歓迎の意

味で何等かの企割を申し上げたいと思ってお

ります。安藤さんの方からその企割について

御発表をおねがいしたいと思います。

次に鶴岡市文化会館も落成近くなり、富樫

（良）さんのご好意により金内安子リサイタ

ル（ソプラノ）の招待券をいただいておりま

す。若し御希望の方がございましたら事務局

までお申し出をねがいます。期日は5月13日

の午後3時からです。この方は鶴岡市出身の

ソプラノ歌手だとのことです。

次の当クラブからはじめて小花先生が市議

に立候補され、芽出度くご当選なされまし

た。後刻小花先生から御挨拶していただくこ

とが出来れば大変幸のことと存じます。

市議に当遺して　　小花盛雄君

このたび市議会に立候補しましたところ、

こういう速のものでもありませんし、途中に

おいて幾多苦しい戦もございましたけれども

その都度会員の皆様からは、非常に力強い御

激励、御鞭培あるいは暖い手を差しのべてい

ただき、本当に蔭になり日向になって、よち

よち歩きの私をお引過しいただきました。そ

れでどうやらあまりピソの方ではないところ

で当選することが出来ました。これは私の生

涯忘れることの出来ない感激であります。こ

の感激を太い柱にして、かつロータリー精神

である奉仕の一字に邁進し、何等かの地域住

民に対しお役に立つような仕事をして行きた

いという風に心に誓っているところでありま

す。

本当に皆様からお寄せいただいたロータリ
ーの友情というものを身にしみて感じたもの　＼－／

でありますので、この席を借りまして、御礼

を申し上げます。まことに有難うございまし

た。

鮫島さんの歓迎について　　会長より

鹿児島西クラブのことですが、鮫島さんの

歓迎の意味で、当クラブとしてご歓待申し上

げたいと存じております。それで29日の午後
からとのことなので、先刻お諮りして、当地

の名所旧蹟にあたる羽黒山、善宝寺、国道7

号線オバコオケサライン等を御案内したらい

かがかと思っております。唯多数の方々のご

参加を望むところで、あまりにも急でありま

すが、何人か纏ってご出席希えれは、マイク
ロノべスにでも皆様からご一緒に同乗していた

だき、車の中で歓談しながらその辺を廻るよ

うな企割をしたら如何かと思っております。

なお29日の夜行列車の日本海でお帰りにな　＼、＿′

られるということで、その前に宿泊しておる

湯田川のたみや旅館に、私達が訪問して向う

で懇親会をやったら如何と考えております。

それらの経画については後刻安藤さんから

ご説明ねがいます。

嘉交島さんの歓迎について　　安藤定助君

一昨年皆様のお蔭で鹿児島との盟約式に、

クラブの代表として参加いたしました関係上

向うのクラブと非常にお仲よしにしていただ

くことができました。鮫島先生にも彼地で非



常にお世話になって参りましたので、今朝お

着きなたのしみにしてお迎えしたわけであり

ます。

斎藤先生、高橋さん、上野さんあたりが御
一緒に出迎えて呉れましたが、鶴岡のスケジ

ュールがはっきりしませんでしたのでその打

合せをしたのであります。

今度お出でになられた目的は、松ケ岡開墾

場の開墾100年祭に鹿児島の代表として参加

するためであります。ご一行は鹿児島の荘内

金の会長をやっていらっしゃる野地先生と、

鹿児島西RCの鮫島さんと、鹿児島に明治
100年記念館というのが出来るので、その室

長補佐をやっている本田という方と3人でお

出でになっております。

今日は鶴岡駅から湯田川たみや旅館にお着

きになると朝御飯を召し上って、直ちに松ケ

岡開墾場の100年式典に参加されておりま

す。ご予定は今日の日中は100年祭に参加さ

れて、夜は松ケ岡開墾場主催の安岡正篤を中

心にした晩餐会があり、これに参加されると

のことです。明日はご一行が、菅先生の菩提

寺をお参りしたり、ご生家を訪問したり、博

物館を見物したり、それから鮫島さんは鹿児

島の妹姉校である第二小学校を訪ねるという

ようなことで日中をつぶされるご予定のよう

です。

夜は一昨年の両市の盟約式に参加した人達

で、内端の市の歓迎会的なものを催され、そ

れに参加されるご予定のようであります。今
し、＿J　朝榎本市会議長に連絡したら、そういう形で

打合せをしていることを承りました。

29日はきまったスケジ㌧L－ルはないようで

すが、一度午後からRCの方にお渡しすると

いうことで打合が出来ました。というのは過

日鮫島さんからお手紙があり1時頃あたりに

何とか皆様にお会いしたいとのことでしたが

今朝お会いしてみると松ケ岡開墾場の方で鮫

島さんから1時間にぬかれては式典の方がお

かしくなるし、そのためにお出でになられた

のだから、今日一日は松ケ岡の方で時間の方

をいただきたいとのことで、己を得ず29日の

午後から日本海で御帰りになるまでは、クラ

ブでご随意に歓迎していただきたいとのこと

で話がまとまった訳であります。

それで今朝急に会長さんからそういう訳で

さっぱり要領を得ないので、打合したところ

でプランをたてるような要請を受けました。

それでご一緒したロータリーの方々とご相

談して、出来ればマイクPバスの串の中で交

歓をしながら、今やシーズンたけなわの羽黒

山に参り、斉館で山菜料理で昼食をともにし

それから山を降り、菩宝寺、湯野浜から由良

までのオ／ミコオケサラインの日本海の一番い

いところをご案内して、そののち国道7号線

をのぼり湯田川の宿舎にお届けすることとし

ます。なおそこで午後6時半頃からクラブの

歓迎会ということで、（あちらこちら引き廻

さないで）お宿に丹前の願出ていただいて、

和かなくつろいだ気拝で歓迎申し上げたら如

何かということで粗菓を会長さんに提案した

次第であります。

そういったことで、人数によってはマイク

ロノべスの案も生きるし、6時半という時間も

どうかと思う方もおありでしょうし、御参加

の方の宿営の関係もありますので、幹事さん

の方から人数などお募りいただきたいと思い

ます。

それから一昨年の訪鹿のことをそぞろ思い

出して、今朝から感激をまた新にしていると

ころであります。向うのクラブからは1人参

ったのですが、駅頭には何人が出迎えていた

だき、一面識もない方々からだきつくように

して、よくきてくれたといって手をとりなが

らご自分の車で会場まで運んでいただきまし

た。そこで例会に出席してご挨拶申し上げた

わけですが、それから帰るまで、昼といわず

夜といわず三三五五会員の方がお出でになり

鶴岡の安藤さんはどこに居るというあんばい

です。先ず、鹿児島の薩摩汁をご馳走するか

ら同行せよとか、鹿児島にこういうところが

あるから参れというようなことで、あちらこ

ちら引き廻されるというかっこうで、本当に

ロータリアンの心と心のつながった歓迎を受



けて参りました。私としても、そういうこと

を思い浮べて、何とか心暖い歓迎を申し上げ

たいと思っております。私も時間を何とかや

りくりして、出来るだけクラブロータリアン

として歓迎に奉仕して行きたいと思っており

ます。

ここにいただいた芋焼酎は当地では口にし

得ないもので、6年醸造とのことです。今朝

犬塚先生と宿でちょっぴり味見をさせていた

だきましたところ素晴しいもので、今日例会

でお開きというような鮫島さんのお言葉でし

たが、例会ではドライバーもいるので29日の

エサにするということで今日は開かないこと

におねがいします。29日の晩に御披露いたし

ます。原酒以上と存じます。29日の歓迎会に

は賑々しくお出でねがいます。

（29日正午に商工会議所前をマイクロバスに

て参加者が羽黒山に向けて出発することと

なりました）

会員消息

元会員荘司繁太郎さんが去る23日仙台市に

参られた折り、現会員加藤嘉八郎さんを病院

に見舞われたところ、大へんおよろこびにな

られました。大分快方に向われ近く退院なさ

れるとのことでありました。なお皆さんによ

ろしく申上げてくれとのことでありましたの

でお取次ぎいたします。　　　（中山）

幹事報告

会報到着

八戸RC

定例理事会

5月の定例理事会を4日11時からこの席で

行います。

鹿児島西クラブからいただいた額の由緒、同

クラブから頂いた衝の由緒が書いてあります

ので読み上げます。

縄文の昔より生き続ける4千年の屋久杉

これは、由緒ある屋久杉の工芸品でありま

す。

屋久杉は、世界に唯一つ、鹿児島市から南

西133血、周囲105肋の円い島、黒潮洗う屋久

島の原産であります。

屋久島には、九州最高峰を誇る宮之浦岳を

はじめ、1，000mを超える高峰が、実に30座

にも及んでおりますが、この峰々には、絶文

の太古より4，000年の風雪に耐えて来た神木

屋久杉の雄大な原生林があり、悠久として幽

玄なる光景は、全く他に比類のないもので

す。

数1，000年の星霜を経た、屋久島杉独特の

杢目の美しさ、木肌の光沢と潤い野性味溢る

る香気は、まさに天然、自然の恵み以外の何

物でもありません。優雅と気品に満ちたもの　＼‾一一一

であり筆舌に尽し難いものがあります。
一口に1，000年と申しますけれども、1，000年

の歳月はなかなか長いもの、ましてや数1，000

年の風雪に耐えて来た屋久杉の生命力は、実

に驚嘆すべきものがあります。

最近これの保護が叫ばれ更に希少価値が高

まるものと思われます。

この神秘的にして気品ある天然の美と、現

代的デザインを調和させて創作した屋久杉工

芸品は、延命長寿、家内安全の象徴として、

末長く御愛用頂けるものと存じます。

＼、＿／
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顔阿ロータリー

第601号

1971．5．4（火）

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊧5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficial to al］

concerned？

も隔りを取り除こうも

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　61名
出　席　数　　　41名
出　席　率　67．21％

欠　席　者　阿宗君、荒明君、張君、早坂
（徳）君、五十嵐（一）君、海東君
栗谷君、小花君、金野君、嶺
岸君、三井（徹）君、新穂君、
斎藤（信）君、佐藤（伊）君、笹
原君、谷口君、佐々木君、富
樫君、篠原君、市川君

前回の出席　前回出席率　66・66％
修正出席数　　　51名
確定出席率　85・00％

メークアップ　阿宗君一新庄RC

阿部（嚢）君一余目RC
阿部（公）君、長谷川（悦）君、
金井君、嶺岸君、佐藤（昇）君
佐藤（忠）君、新穂君

一鶴岡西RC

石黒君、斎藤（信）君
一温海RC

ヒジクー　高橋剛君一束京城北RC
五十嵐阜三君、原田行雄君、帯谷
義雄君、羽根田正吉君

一鶴岡西RC

－ヶ年皆出席　長谷川悦郎君

スマイル　金井勝助君
創業30周年を記念して

笹原桂一君
最上RC主催ゴルフ大会優勝

会員誕生
阿部公一君、橋浦勝久君、金井勝助君、
小花盛雄君、三浦悌三君、市川輝雄君

奥様誕生
石黒常様、加藤静江様、黒谷貞子様、
篠原多美枝様、上野和子様

4月100％出席　　40名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（嚢）君、安藤君
張君、長谷川（悦）君、早坂（源）君、飯自君
石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、五
十嵐（八）君、海東君、金井君、上林君、小
花君、小池君、今間君、嶺岸君、三井（徹）君
三井（賢）君、三井（健）君■　岩網君、中山君
小野寺君、大川君、摩君、斎藤（得）君、佐
藤（昇）君、佐藤（忠）君、鈴木（善）君、新穂君
鈴木（弥）君、篠原君、高橋君、手塚君、富
樫君、上野君、鷲田君、薮田君

会長報告
去る4月29日鹿児島西ロータリークラブの

鮫島さん一行がお出になり、マイクロノべスで

白糸の滝、羽黒山の手向の村、チューリップ
畑、オケサ・オバコラインなどに行きました。

会
報
は
ご
家
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み
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で
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み
ま
し
ょ
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帰りには、たやみ旅館で懇談会を行い、大
変盛会で、それの詳細については、朝から帰
られるまで引続き一緒にしていただいた安藤
さんからご報告していただきます。
次に2日に最上ロータリークラブのチャー

ターナイトがあり、その前日に鳴子カソトリ
ーにおいてゴルフ大会がありました。当クラ

ブからは6名出席し全員トロフィーを頂戴し
て参りました。優勝が笹原桂一君、1位が高
橋正太郎君、8位新穂君、9位薮田君、佐藤
正君、阿宗文雄君、三井健君などでありま
す。阿宗君は20位で飛び賞でありました。

それから、例会の前に定例理事会を開き、
この席で決りましたことを申し上げます。他
クラブからいただいた記念品の処分について
青年セ∴／クーの和室に、鹿児島塾三二jL少一岬㌧

孟晶諾詫宗旨業態髭き詣藷‾脚
がいます。
次に、この間いただい鞋匡久杉の工芸品軋

詰き聖書慧宝警蒜讐誓書震真言諸賢
でご承認ねがいます。

それから盲学校の生徒を水族館とプラネタ
リゥムに招待する行事は、昨年に引続き是非
やっていただきたいという希望に応え、阿部
先生のお力添えを借りて実施したいと存じま

今度オーストラリヤの世界大会に出席され
張先生ご夫妻、三井先生ご夫妻、嵐岸さん
花先生をオーストラリヤに送るわけですが
行会はやらずに帰ってから、帰朝の歓迎会

とファイアサイドミーティグ、を同時に開き

迎したいと思います。この計画は親睦委員
会でご企画ねがいます。オーストラリヤに行
くときの会長のメッセージとして極めて簡単
なものですが、ストウェルロータリークラブ

の方にお上げしたいと思います。張先生から
訳していただき持参をねがいます。
それから、ロータリー財団の奨学生である
俊雄君から書面が参っておりますので読み

拝啓、桜花の節益々御清栄の段慶賀の至りに
存じます。鶴岡にいた頃大変お世話になりま
してどうも有難うございました。
お蔭様にて米山奨学生になりまして、唯今

の世話クラブは仙台北ロータリークラブで

す。新しい環鄭こ馴れるまで可成り長時間が
必要ですが、お蔭様でいまやっと落ちついて
きて軌道にのりました。これから一層努力い
たしたいと存じますので、何卒宜敷くご鞭接
をお願い申し上げます。では鶴

岡ロータリークラブの益々のご発展と皆様

のご健康をお祈りいたします。

となっております。
それから当クラブの元会員粕川さんから、

挨拶状が参っております。即ち

拝啓、春風駈蕩の侯となり、会員の皆様には
益々御健禅のこととお慶び申し上げます。

さて私事、短い乍らも思い出の多い鶴岡を
去り、今月10日に新任地に着任致しました。
鶴岡支店在勤中は、公私共に多大の御厚情

を賜り、お蔭をもちまして浅学非才の私が2
年間というもの大過なく自己の職責を遂行で
きましたのも、備えに皆様方のご支援の賜と
深謝致しております。

特に赴任当時は不案内の土地でもあり誰し
もが戸惑いするものでありますが、私の場合
幸にも皆様方の御厚意により転入と同時に御
地ロータリークラブに加入させて戴きました
ので、会員の皆様を始め、数々の方とも比較
的スムーズに交友ができ、当初から何等憶す
ることもなく楽しく過させて戴きました事の
恩義と温い思い出は、終生忘れることはない
と存じます。
私はロータリアンとして御地が始めての経

験であるだけに、ロータリーの意義とその尊
さをしみじみ痛感した次第であります。どう
ぞ先輩諸氏の築かれた10年の基礎の土台とし
て、今後益々発展せられますよう御活躍のほ
どご期待申し上げますとともに、今後とも末
永く御交志、御指導を賜りますようお願い致
します。
尚、拙宅は日大山形高校附近の閑静な処に

在りますので御釆形の節は是非お立寄り下さ
いますよう、お待ち申しております。

時節柄折角御自愛の樫をお祈り申し上げま
す。

鶴岡ロー∵タリークラブの皆様

粕　　川　　文　　男

（山形市鳥居ケ丘16－19）

鹿児島西RC鮫島氏歓迎実施報告

安藤定助君
前回申し上げた歓迎のスケジュールは、時

間的都合その他で多少変更のやむなきに至り
ましたが、皆様の御了解を得て大変にぎにぎ
しく昼の部も夜の部も御歓迎出来たことを皆
様と共に喜びたいと存じます。
最初12時に商工会議所前を出発し羽黒に出

て、羽黒に参り杉並木を観賞しながら斎館に
つき、精進料理というような計画を樹てまし

た。併し当日雨のこともあり、鮫島さんから
の要望もあって予定を変更し、その希望に基

ヽ－／
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づいて、七日町清正公のところにある息広公
の墓所の案内し、それから草薙にまいり白糸
の滝の其前に出来たきれいなパーラーに席を
とり昼食をともにしながら一時間充分に最上
川と白糸の滝を観賞し大変喜ばれました。

それから善宝寺に参り、そこで一服をしな
がら草餅や栃餅を差し上げて休息をとり、そ
れから農事試験場のチューリップ畑を観賞し
ました。小雨でしたが、却って雨にぬれたチ
コノーリップの花も一きわ色鮮かに咲きほこり

大変よろこぼれました。鹿児島にはチューリ
ップは少いそうで、あんな沢山のしかも綺麗
なチューリップをみたのははじめてだそうで

す。
次いで場の浜から加茂、油戸、由良をぬけ

て記念写真などをとるなどし、暮坪の立岩に
至りそこで引返し、終始喜ばれて湯田川温泉
のたみや旅館に帰館していただきました。

この間一行に参加された石井貞書さんが横
転をきかされて、車中14人乗りの新しいマイ
クロバスの中で、庄内民謡の口火をきってい
ただいたのがきっかけとなり、自然的に廻り
番で皆が庄内民謡を披露したり、あるいはこ
ちらの方言を披露したりしたので、鮫島さん
はよくメモされておりました。夜は6時半か
ら賑々しく急しい中を、10余名の会員が集っ
ていただき、汽車の時間の都合で、典をなか
はにして打切ったというような双方とも名残
り尽きない歓談を展開しました。
なお8月には、野地さんと鮫島さんが鹿児島
庄内会の一行と是非くるからとのことで、若
い学生層の人達も連れてきたいなどの意図も
示されました。

そんな訳で今回の歓迎は、拙速を尊び、い
ささか手前味噌の憾なきしもがなではありま
したが、皆様の御協力により大変意味深く、
向う様のお喜びを得てお帰りねがった次第で
あります。御協力を感謝いたします。

高橋剛氏の紹介　　小野寺清君
これからスピーチをしていただく高橋剛先

生について簡単に御紹介申し上げます。
高橋先生は酒田市の出身で、酒田中学から

国立東京美術学校の彫塑科出身で、その後ず
ーっと専門の彫刻に専念されています。日展

の特選3回、文部省買上げ1回、現在は日展
の審査員をやられており、日本彫塑界の権威
として著名であります。現在また日本彫塑会
の運営委員になられており、なお東京家政大
学の教授で今年の4月から被服学科の学部長
の職を奉じております。また斎藤茂吉文化賞
の受賞者でもあり、種々活躍されている方で
あります。

そういった反面磯釣の大家であって、釣の
話をきかされると、我々は非常に楽しい時を

過ごすのですが、特にその名釣場は飽海郡の
県境、象潟吹浦方面の魚の居場所はちゃんと
解っているそうであります。そんな訳で多趣
味な方でこれから有益なお話を承ることにい
たします。

田沢稲舟のことなど　　高橋剛氏

突然鶴岡に参り、昨晩鶴岡ホテルに泊って
今日ここでロータリーの例会があると承り、
ミークしました。私のロー∵タリーの所属は東

京の城北クラブであります。
今日鶴岡に参ったのは、田沢稲舟という鶴

岡の産んだ明治の女流作家の像を、昨年の秋
以来当地の尾形六郎兵工さん（鶴陵文化懇談
会という会があって）から依頼を受けて製作
したからであります。
殊に郷里のことを頼まれるときには、いつ

も予算がないということで、我々はしはり出
される訳ですが、今回もその例にもれず、郷
里出身のロークリアソの身であり郷里のため
にお役に立つのであればお手伝いしようとい
うことで引受けたのであります。
その後漸く完成の運びとなり、今日午後3

時から、その除幕式が内川のほとりで催され
ることになりました。それが終って午後4時
から稲舟を偲ぶ会というのが新茶屋でござい
ます。稲舟のことについては、ここにお集り
の方々の多くが御存じと思いますが、私の感
じた稲舟というのを2～3お話しし、時間が

ありましたら、芸術のお話しでも申し上げた
いと思います。
稲舟のことについて私が伺ったのはごく最

近であります。明治の樋口一葉などと同じ時
代に鶴岡から立派な女流作家が出たというこ
とは、一つの郷里の誇であって、私共が大い
に自慢してもいいことでないかと思います。

稲舟のことについては、樋口一葉文学全集
の中の巻末に稲舟の年譜がのっており、同時
に白バラという稲舟の小説の全文が掲載され
ております。私はいつの場合にも、いろんな
像なたのまれたりしますと、やはりその肖像
とか銅像というものは、その人となりを我々
はよくつかんでとりかからねはならぬので

す。像の形そのものよりも、稲舟のもってい
る感じが像の中に少しでも具現出来れば誠に
もって銘すべきで、作像に入る前には、いろ
いろそういった資料を集めたり、本を読して

もらったりしております。

白バラを通読して感じたことは、稲舟とい
う人は鶴岡のような封建的なところに生れて
而も革新的な思想をもった女性であるという
風に感じます。
今日我々の世界ではウーマンリブという風

に女性が非常に強くなっておりますが、当時
女性が職業婦人になるなどということは、大



変な革新であったと思うのであります。
稲舟の過去、或は小説をみますと、稲舟と

いう人は決して家庭の主婦の立場にあること
を希ってはいないようであります。その場合
も女が社会に出て男と同じように働けるとい
うことを希ったということは、あの小説をみ
てもよくわかります。

それから自バラには、明治の鹿鳴館とか貴
族社会のいろんな情景が画れておりますが、
その堕落した鹿鳴館思想に対する稲舟の反発
というものは、非常によく苦れております。
ですから今日若い女性をはじめご婦人方が皆
働くということを今ではちっとも不思議に思
ってないようですが、そもそもの発端は稲舟
にあったのではないかという風に考えます。
それで稲舟という女は、今日の女性上位と言
われる時代の基礎をつくったのは稲舟の思想
に合っているでないかと私は考えておりま

す。

稲舟は、当時の田沢という医師の長女に産
れ、本名は阜きんやとのことです。それで稲
舟は養子を迎えるということで、むこさん候
補を2名同家にかかえて養っていたにも係ら
ず、彼女は彼等に一向に見向きもしない。そ
して、彼女はあこがれて今の共立女子（専門）
学校に入学するのです。そして東京で文学に
憧れて、文学修業に入る訳ですが、たまたま
そのときに、みさという有名な詩人と結婚し
て、1年にして結婚に破れ郷里に帰ったので
す。その後文筆生活に入るわけですが、その
間のことについては当地にお出でになる工藤
先生等が、酒田から出ている豆本に書いてお
られます。また笹原さんも田沢稲舟に対して
ほ精しい識見をもっておられます。

こうした事があって稲舟は23才の若さで、
亡くなったのですが、亡くなる前の稲舟のも
のが工藤さんの書いている一節の中にござい

ます。秋の名月の日に月見の会のために東京
からお客を招んで、月見の宴を張る情景で
す。その時に稲舟が白い花を胸に挿して庭に
出る。その時の稲舟の美さというものは、鬼
気せまるようなものであるという風に記して
あります。

私は唯一枚しかなかった写真を土台として
つくらせていただきましたが、正に我々がそ

の写真をみて感じることは、絶世の美人とい
うものは、田沢稲舟のことではないかと思う
のであります。そこで私は田沢稲舟の写真と
は多少趣がちがうかもしれないが、非常に冷
徹な感覚と、新しい思想をもっておった女性
であったということと、非常に美しい女性で
あったということを再現出来ればということ
で今度つくったのです。
今日午後3時の除幕式が終れば、内川端で

皆さんの目に稲舟の像が触れることになりま
すが、機会を刺して御覧いただけば有難いと
存じます。

この度川端康成先生も稲舟に関心をもたれ
て或は除幕式にお出になるではないかという
ことも考えられましたが、都合でそれは出来
なくなりました。

田沢稲舟という女性が、如何に自由奔放の
女であったかということは、樋口一葉の文章
の一節にも見られます。みさと恋愛をし、最

後には一年間結婚生活を送るのですが、樋口
一葉という女性は、明治の女流文筆家として

ほ極めて優れた作家ですが、その樋口一葉が
稲舟を称して、彼女ほど自由に恋愛が出来た
ら、自分はこの上ない仕合せである。自分の
恋愛は片想いであって相手に通ぜず、相手か
らもそういった愛を受けることが出来ないと
云って嘆き、みさと稲舟の恋愛を非常にうら
やましがったという文章を残しております。
一面そういう自由奔放な考え方があったよう

です。

私が非常に面白いと思うのは、そういう養
子候補が2人もいて、2人とも稲舟と一緒に
させようとして全部失敗に了ったことです。
父母の言も開かずに東京に出て、革新的思想
をもって文筆生活に入るということで、誠に
素晴しい女性だということを我々が憾極まら
ないのであります。ですから若しそういう女
性が現代に居るならば、芸術というものに生
きる人間であれば、もっともひかれる女性の
典型的なものでなかったかと思う訳です。

そこで文学とか、我々が従っている美術の
世界というものは、すべて芸術の世界ですが
これは宗教とともに心がすべてだと思いま
す。それを支配するのが宗教であり芸術であ
ると私は理解しております。芸術と宗教は非
常に似通って近いものです。
（それから宗教特に仏教について高邁な識見
の発表がありましたが割愛いたします）

幹事報告

会報到着　郡山東RC、石巻東RC
例会変更
鶴岡西RC　5月7日　PM12．30

加茂岸壁（船上例会）
郡山RC　　5月14日　牡丹会館

（須賀川牡丹園内）
東京西北RC　6月7日以降

京王プラザホテル
（新宿区西新宿2－2－1）

東京大井RC　6月1日
高輪プリンスホテル内プリンス会館

（港区高輪3－13【1）
チャーターナイト案内

福島南RC　6月27日（日）
PMl・00～3・00　登録料￥4，00
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1971．5．11（火）

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊥5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

concerned？

も隔りを取り除こうや

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　62名
出　席　数　　　41名
出　席　率　66．13％

欠　席　者　阿宗君、阿部（公）君、張君、
長谷川（文）君、早坂（徳）君、
橋滞君、五十嵐（伊）君、五十
嵐（一）君、田中君、金井君、
小花君、金野君、嶺岸君、三
井君、芸網君、小野寺君、斎
藤（信）君、佐藤（伊）君、鈴木
（善）君、津田君、薮田君

前回の出席　前回出席率　67．21％
修正出席数　　　51名
確定出席率　83．61％

メークアップ　阿宗君、笹原君、張君
一最上RC

三井（徹）君一余目RC

海東君、黒谷君、小花君、嶺
岸君、新穂君、富樫君

一鶴岡西RC

ビジター　帯谷義雄君一鶴岡西RC

五十嵐単三君　ク

バッジ贈呈　市川輝雄新会員

佐藤順治新会員

スマイル　富樫良書君

市民会館主体工事完成の為

会長報告

今日は、新会員の方が2名参っております
ので、夫々の推選者と新会員の方から紹介と

挨拶をおねがいします。

去る5月5日余目において、チャーターナ

イトが取り行われました。当クラブからも多

数の方々から参加していただきました。折悪
しく悪天侯で寒い日でしたが、極めて盛会で

あり、当クラブからの参加者は感激去り難く

帰鶴後懇親をたかめる集いを行いました。出

席の方々に感謝いたします。

今日幸に、西クラブの五十嵐卓三さんもミ
ークされましたが、前に五十嵐さんから御紹

介があって、うちの例会でもスピーチいただ

きました弟子丸泰仙さんの記事が、今週の週
間現代に出ております。

一寸読み上げますと、みだしのところに、

サルトルを弟子にした日本の隆僧

ということで紹介されております。
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トランジスタラジオや、オートバイなど

をはるかに凌駕する戦後最大の輸出品と

言われるのが、禅僧としての弟子丸泰仙

氏。そのたくましくも静な座禅の魅力で
ヨーロッパに空前の禅ブームを抱きおこ

している怪僧である。サルトルをはじめ

とする欧州の知性を虜とした禅僧一人ヨ
ーロッパを行く。

というみだしで出ているので、若し希望の

方があったらお読みいただきたいと思いま

す。

それからシドニーの国際ロータリーの世界

大会に出席される嶺岸さん、張先生ご夫妻、
小花先生は、もう出発されました。この前に当
クラブとよく文通しておりましたストウエル

クラブの方にも、クラブ例会に出席されると

き同クラブー同様にメッセージをお送りする

ことにいたしました。和文を読み上げますと

此の度貴国で閲かれます国際ロータリー世

界大会に当り、当クラブからクラブ員張紹弼

同夫人、三井徹、同夫人、小花盛雄、嶺岸光

膏の諸兄が出席のため、貴国を訪問する磯雪
を得ました。

此の機会がクラブ問の親交を一層深めて行

くことと存じ、大変うれしく存じます。

日本とオーストラリア、全く地球の反対の

位置にあります。当地は、国花の桜も散り、
これから夏にむかいます。御地は冬に向うわ

けです。
このように遠く離れたところに、お互住い

ながら、ロータリーの絆はその心で、本当に

身近に感じられる幸を与えてくれます。
この様に先人が作られたロータリーの力に

感謝せずにはおられません。

貴国での国際ロータリー世界大会が盛大に
行われ、また貴クラブの益々の御発展をお祈
りいたします。

1971．5 √

ストウェルロータリークラブ御一同様

鶴岡ロータリークラブ

会長　小池繁治　他一同

これを英訳していただき、差上げることに

いたしました．

それから鹿児島西ロータリークラブの鮫島

さんから、非常に丁重なる御礼状が参ってお

ります。極めて文章の上手な万であります。
これを読み上げます。

謹呈啓白
雪山活冷、山水清曙の中にあって、深厚な

友愛と奉仕の清心に、身も心も温められて鶴

岡駅を離れました。ありがとうございまし

た。

東京で2泊、知人の工学博士学位授与式に

出て、昨夜、無事帰家しました。
′　鶴岡庄内の御錦地は、鹿児島にとって、徳

縁道交の地で、私たちに生きる楽しみを与え
てくれる地であることを改めて感銘いたしま

した。これは本当に、皆様の御厚志のお蔭で
ございます。

最上川の雄渾の流れ、強風下の白糸の滝．
加藤忠広母子の墓碑、おはこおけさライン、
日本海北方のはるかな広がり、チューリップ

の群生、善宝寺の堂塔、草餅の甘さ、御招宴

の交歓、美酒美心、すべて忘れることのでき

ない感激でございました。

／荒波に耐えたる美景、由良の春
′〆ノ′′　春雨にェゾ人の残しけむ塩俵

／／／－＼春けむり白露の人魚住む海か

粟生島もり上りたる海の春

久しぶりで駄句をものする風雅の気持ちに

させていただきました。お笑い棄て下さい。
ニコライの人魚の声か湯の浜の春

きょう6日、クラブの例会で、鶴岡でのこ

と、鶴岡RCメンバーの御情義厚いおもてな

しのこと、皆々様の御伝言などを、みんなに

伝えました。皆々喜び、各人から質問や問い

合せ（あの人はどうしているかなど）の声が

出ました。

了：‥
斎藤得四郎さんの白糸の滝の絵と、＿皆々さ
の寄せ書きも回覧しました。本当にありが

うございました。

誠に失礼ではございますが、御一人御一人

てには、手紙を書きませんが、どうぞ、私

微意をおくみ取り下さいますようお顔いし

ます。

同行の野津親生、本田省吾両君も、心の底
から感激感謝し、帰ってからも、私のところ
へ喜びの電話をくれました。併せて御礼申し

上げます。どうぞ貴クラブの皆々様によろし

く御鳳声下さい。

特に当日お多忙な中をお出会下さいました

＼－■J



安藤、小池、上野、張、石井、斎藤（得）、小
花、斎藤（栄）鈴木、三井、石黒、斎藤（信）、
磨御夫妻の諸先生に、心から御礼申し上げま

す。

高価なおみやげ晶も恐縮、感謝にたえませ
ん。

今夏8月には、鶴岡、鹿児島両市兄弟都市
盟約2周年行事を貴地で行う予定でございま

すので、また私達のクラブが、皆様にご厄介

をかけることと存じますが、どうぞ鶴岡RC
の皆様も、鹿児島をお訪ね下さいますように

お廠いします。今年は両RC兄弟盟約6年、

来年は7年になりますので、何らか（青少年
同志でも）交歓したいものと念じており　ま

す。

貴クラブの御発展と、会員皆様の御清福を
祈り、再会を期して、御礼にかえさせて頂き
ます。　　　　　　　　　　　　恐々敬具

御　侍　史
鮫　島　志芽太

（鮫島さんの住所は、

鹿児島市上荒田町62　〒890です）

新会員市川輝雄君の紹介　　黒谷正夫君

市川さんは、昭和4年5月15日生れで、満
42才になられます。絢市川の専務取締役を永

＼一／　年やっておられ、事実上㈱市川の社長の仕事

をしておられます。御存じのように日和町に

本店があり、酒田の中町に酒田支店がありま
す。本店の方には裏側に駐車場があるので、

子供さんや孫さんに玩具をお求めになる際に
ご利用ねがいます。

ご家族としては、両親の外に、奥さんとお

妹さんが2人おられます。

以上に対し、市川輝堆君より新会員として
の挨拶がありました。

新会員佐藤順治君の紹介　　鈴木弥一郎君

佐藤さんは、市内大東町の佐藤工業㈱の代

表取締役であります。職業の方の大分掛は、
織維加工、小分類の方は更生加工となってお
り、種々の繊維の海外向きの更生加工といっ

た仕事をなされております。大体佐藤さんの
お宅は、古くから糸に関係した仕事に従って
いるところで、先代から糸の関係の仕事をな

さってきたのであります。

鶴岡南校を卒業され、その後引続き現在の

場所で家業を継続しておられます。

現在の当会員山形銀行の長谷川さんなどと

同級だと聞いております。
なおご家族は子供さん夫婦で共に円満な家

庭を営んでおり、一生懸命家業に精進してお
られるとのことであります。

また趣味は柔道と承っております。

以上に対し、佐藤順治君より新会員として
の挨拶がありましたっ

文化会館開館記念講演などについて

佐々木敏全君

このたび鶴岡文化会館が開館するにあたり

NHK会長がこちらにきて、皆さんに直接あ

るいは関接に、いろいろご迷惑をかけたとい

うようなこともありまして、私がここでご挨

拶しない訳にもいかないので立上った訳であ

ります。

先ず、会長が参りまして僅か九一日であり
ましたが、文化会の講演は、内容も充実して
おり、いろいろ御好評を頂戴いたしました。

それから話が飛躍しますが前々々代の吉村

鶴岡放送局長もお出でいただき、ロータリー
の皆様にはいろいろお世話になりました。併

せてこの席で深く御礼申し上げます。

会長は、こちらにお出になる直前まで、地
球の裏側の方に行っておられました。地球上
には3つ位のブロックに分けて放送機関があ

るのです。ヨ一・ロッパとか、アフリカとか、

アジアといった具合です。そのアジアの放送

連合会の会長もやっておりますので、そちら
の方の総会に行ってたわけであります。帰っ

てこられ飛行場に夜10時頃ついて、飛行場の
ロビーで所用を達し、自邸に帰られ、翌朝迎

の車がきて出発し、汽車で鶴岡に着かれまし

た。特に原稿らしいものも携帯していなかっ

たのですが、幸にご好評を得た文化会館開館

記念講演をなされた訳です。それから求めに
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応じ鶴岡南高校で生徒諸君に対し、又鶴岡放

送局でも局員に講演して帰京されました。

（それ以外にも種々面白い苦心話の披露が
ありましたが割愛いたします）

インターアクト地区大会について

安藤足助君

一昨日の日曜日に高専のインターアクトの

生徒が8人参り、骨組をいたしました。概要
を申しますと、第一案は8月6、7、8、金

土日の3日を使って地区大会をやる方法で、

第2案は20、21、22日という3日を使う案で

す。日程としては第一日は5時半から前夜研

修会、これは型の如く、一堂に集って夕食を
たべて、学校の紹介、指導教官の紹介といっ

たことで、あと歓談して休むという　ことで

す。第2日は9時から夕方4時まで地区大会
で、これも型通りで夫々のスケジュールが決

っております。

それで昨年の福島の大会のときに集った会
員から希望があって、こういう機会に是非観
光をやりたいとのことでした。それで、その

晩も泊って翌日半日をェキスカツショソやる

ということにしたのです。

会場としては、第一案は新しく出来た青年
センター、これが下にホールがあり、二階に

洋室の研修室が、5室、それに日本間が、2
間になりますので、7間か8間が出来き、そ
こで分科会も出来ますし事務局も出来るので

そこを候補にしました。

高専の会員としてほ、自分の学校でやりた
いという希望もあったので、第二案に採り入

れておりますが、どちらのスケジュールにな

るかは総体のプランから決ってゆくと思いま

す。
宿泊所は、前回西校主催のときは日月でし

たので、ホテルゆら、と国民宿舎由良荘を使
いました。しかし今年は真夏なので、今です
べて満館で駄目です。それで羽黒の坊を使う

ことにいたします。

あそこで一番多く収容出来のがる150名で

100名位のところを2つ位お借りすれば充分

に宿泊することが出来ると考えております。

それも下交渉してみたら、先方で大変よろこ
んで、如何様な予斉でも、如何様な註文でも

充たせるように、坊として総体的に歓迎をす
るという内諾も得てきました。それでそれを

第一案としておりますが、第二案に未だ考え
ておりません。

観光の方は、手向から羽黒山に朝登山をさ
せて、そして上から車で降りてくることとし

夫々お昼頃の汽車で帰っていただくというよ

うな案で、各校に対し2～3日中に、そのよ

うなプランを示し何人参加されるかという予

定人員を求める予定であります。
そのアンケートが月末に参りますので、そ

の時点からインターアクトも本格的な準備に

入りますし、クラブとしても委員会を編成し
て、これとタイアップし、準備を急いでいき

たいと思います。

盲唖学校生徒のレクリェーション

行事について

阿部　賽君

今度の17日月曜日に当りますが、加茂の水

族館とロータリークラブの共催で、鶴岡宮坂

学校の小学校の生徒さん40名余を招待して、
プラネタリウムを9時半から見学させ、それ

から昼食をしたのち加茂の水族館をみて、そ
こで磯採取などする予定のことときいていま

す。昨年もこのようにさせていただきまして

生徒さん等が大変喜んでおられました。今回
も、そのようにしていただくことを学校で非

常に喜んでおりました。
17日の9時半からプラネタリウムではじま

りますので、皆さんの中でお手すきの方はな
いと思いますが、お出でになって応援してい

ただけば大変有難いと存じます。一緒に遊ん

でいただけば大変看難いと存じますのでよろ

しくお隣いいたします。

幹事報告

会報到着
東京RC、米沢RC

例会変更

寒河江RC　5月20日→5月23日（日）

AM8．00より　伊勢屋（家族会）

須賀川RC　5月より須　賀川商工会館
年次大会案内
370区11月6日（土）11月7日（日）

登録料4，000

5月31日まで予備申込のこと。
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊨5775

四つのテスト

ー言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

concerned？

ミ隔りを取り除こうミ

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　62名
出　席　数　　　36名
出　席　率　58・06％

欠　席　者　阿部（公）君、荒明君、安藤君
張君、長谷川（文）君、早坂
（源）君、橋浦君、飯自君、伊
藤君、五十嵐（伊）君、金井君
黒谷君、小花君、金野君、嶺
岸君、三井（徹）君、三浦君、
三井（賢）君、三井（健）君、磨
君、笹原君、斎藤（得）君、斎
藤（信）君、佐藤（昇）君、佐々
木君、薮田君

前回の出席　前回出席率　66．13％
修正出席数　　　54名
確定出席率　87．10％

メークアップ　阿宗君一新庄RC

田中君一余目RC

鈴木（善）君一温海RC
薮田君≠最上RC
阿部（公）君、五十嵐（伊）君、
金井君、芸網君、小野寺君、
斎藤（信）君一鶴岡西RC
張君、小花君、嶺岸君

－オーストラリヤ

ビジター　土田高之豪君一村上RC
原田行雄君一鶴岡西RC

会長報告

次年度の353地区のガバナーになられる庄
司晋作さんが、いまレープクラシットで国際
協議会に出席しているという便りが参ってお
ります。それが終ってからシドニーで開かれ
る世界大会に出席し、その後帰国するとのこ
とです。

6月20日に山形で協議会があるので、それ
までにはお帰りになると思います。
余目ロータリークラブから、5月5日閃か

れたチャーターナイト出席に対しお礼状が届
いています。読み上げますと

去る5月の認証状伝達式には、公私共ご多
忙のところ、こころよく御参加くだされ誠に
有難うございました。お蔭様で無事終了しど
うやら一人前のクラブとなることができまし
た。今後とも宜敷く御指導下さるようお願い
申し上げます。

という文面です。
それから、鹿児島クラブの鮫島さん一行が

帰られ、鹿児島庄内会々長の野津さんからも
お礼の手紙が届いております。

謹啓　葉桜の供皆様にはますます御清栄のこ
とと存じます。
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このたび私どもは、松ケ岡開墾場の創業百
年維新記念式典に参加させていただきました
が、皆様がたと、言葉にはつくせない心と心
のあたたかいふれあいを体験いたしまして、
大変光栄に存じております。

あまつさえ、皆様がたからは、ひとかたな
らぬ御厚情にあずかり、また、御芳志をいた
だきまして心から感謝いたしております。
わたくしどもは、先人の遺した何物にもか

え難い尊い遺産「敬愛の精神」を、さらには
ぐくみ続け、庄内の皆様がたとのより親密な
交流を深めるべく、微力をつくしたいと存じ
ております。

どうか今後とも、格別の御指導を賜わりま
すようお願い申し上げます。

ここに語しんで御礼申し上げます。

敬　白

昭和46年5月7口

小池会長外御一同様

鹿児島庄内会々長
野　　津　　親　　生

鹿児島庄内会副会長
鹿児島明治百年記念館
建設調査委員会副委員長

鮫　島　志　芽　太

鹿児島明治百年記念館
建設調査室長補佐

本　　田　　省　　吾

（鹿児島明治百年記念館建設調査室の住所は
鹿児島市小川町3番56号です）

それから前に役員会に諮って決めたところ
の、鹿児島からいただいた屋久杉で出来た額
は、今日の例会終了後に、ひさごやさんに差
上げます。

盲唖学校生徒のレクレーション行事に
参加して

阿　部　　裏　君

昨日、湯野浜と加茂で、鶴岡盲唖学校の生
徒の招待レクレーションがお蔭様で無事終了
させていただきました。
朝は小雨で涼しく困ったと思いました。9

時半過ぎに、海の話があり、それからプラネ
タリこし・一一ムに係る夜の星の伝説などを説明し

ていただき大変きれいでありました。それか
ら加茂の方に参り、水族館でお昼まで児童達
が自由にみながら遊んでおりました。私も先
生と一緒に参り、なるべく沢山の児童に対し
魚やなにかの説明をいたしましたが、40名位
の生徒がおり、皆にお話をするという具合に
は仲々参りませんでした。

午後一時頃からは磯採取をいたしました。
その頃には空もよく晴れて、鳥海山もよく見
えるようになり、非常に好都合でありまし
た。

目の不自由な子供達でしたので、岩渡りな
どは、おんぶしたり手をつないだりなどして
採取しました。アオすが沢山出ており、アオ
サや、貝や、磯キンチャクなどにさわったり

などしてみて子供達が大変喜んでおりまし
た。そして大体3時過ぎに了り、盲唖学校ま
で帰ってきました。たまたま学校の校長先生
もご一緒にして下さいまして、（勿論担任の
先生は皆さんお出でになりましたが）校長先
生も大変喜んでおられまして、今年も感じた　　一
絵などを多分書いてくれるだろうし、そうい　、＿＿ノ
うのも楽しみです。と、おっしゃっておりま
した。

ご承知のように、昨年は盲唖学校の生徒さ
ん達が磯採取や、水族館でみたものを絵にか
き、旨駈学校の全国コソクールに入賞したの
を見せていただきましたが、今年もそのよう
に出品したいと申しておりました。
子供等が皆大喜びであり、また校長先生を

はじめ、先生方も皆様に御礼申し上げていた
だきたいと申しておりました。

これは鶴岡ロータリークラブだけでなく西
クラブの方にも、意味深一日のレクレーショ

ンを出来ましたことを、私からもお礼申し上

げさせていただきます。
なお写真など出来ましたら届けて下さると

思いますが、大体の様子と御礼を申し上げさ
せていただきます。

北洋漁業と日ソ交渉について

原　田　行　雄　氏

私がマイクの前でお話するのほ海か船か魚
以外は何も出来ません。

先程会長から、最近新聞などで、日ソの漁、、－′
業問題が少し賑かになっているので、話して
くれとの依頼がありました。
それで、かいつまんで、このことを申し上

げることにいたします。
日ソの漁業交渉がいつから始まったのであ

ろうかと申しますと、平和条約がサンフラン
シスコで締結されたのが昭和26年でしたが、

その後昭和27年に例のマッカーサー・ライン
が解かれて、洋上12哩の沖合で漁業が出来る
ようになったのがきっかけです。

即ち昭和27年に日本政府は、北洋の漁場に
約50隻の船を試験捜漁をかねてやってからで
あります。
昔は3哩沖合で、操業していたのが、戦時

中から出来なくなり、昭和27年に再開された



わけであります、28年、29年と続いているな
かに、急地としてプロガニー・ラインという

ものが31年にソ連から（ライン）をひかれた
といういきさつがあります。
その前に以西の方では李承晩ラインという

のがひかれ、日本の漁船がそちらにいくこと
を阻止したのです。
そこで当時の鳩山内閣のときに、国をあげ

てソ連と仲よくしなければならないというこ

とて、有名な河野農相が、モスコ一に行った
のであります。流石の河野さんも、コーヒー

茶腕がふるえたというェピソ【トがあります
が、それがきっかけで、日本の漁船がソ連の
沖合の方までいって漁業に従事することが出

、－　来るようになったということが、日ソ漁業交

渉の発端であります。
そしてアメリカとカナダと日本との、即ち

日米加の条約は2ヶ年に1回東京で行なった
り、米国でやる、交互に行なう2ヶ年の条約
であります。これを一年おきに11月に行なう
のですが目本とソ連との条約は毎年なので
す。それが3月に入ってからの申込なので、
100日交渉で出漁間ぎわまで解決せずにもめ
ておったということです。

それが鮭、鱒、カニにしぼったのが日ソ漁
業交渉の歴史であります。それが今から3年
前、急にソ連からは大陸だな資源であると言
って、国連で決っているとのことと言ってき

たのです。大陸だな資源というものは鉱物資
源、植物資源、動物資源と同じように、自国
のもので、それを捕るならば相手国と平和裡
に話し合ってとりなさいということが国連で

決っているとのことです。

しかし、その条約は日本では批准していな
いので、それを守ることは出来ないというの
が日本の主張であります。そこで3年前から
カニだけを分離して（カニだけならばソ連に
こいと云っているほど高飛車に出ている）や

＼J　　つております。即ちカニだけは飽までも政府

間交渉であって、妊婦、ニシン、餅、底魚等
は民間交渉になり、ソ連からは毎年モイセー
フという海洋資源研究所長が代表団長となっ
て交渉にあたっています。なお日本からは大
日本水産会長の藤田さんあるいは副会長か、
または専務が、今年は専務の森沢という万が
向うに行き交渉にあたられました。大程鮭鱒
ニシンというものは民間交渉であり、話し合

いで決めるものです。これは自国のものでは
なく、皆がとってもよいものであるが、資源
のことをいろいろ論じ合いながら計画生産計
画捕獲をしていかなければならないものであ
ることっ　カニだけは飽までも自国のものであ
るから政府間で政治的に決ぬるものであると
いう主張であります。

それで3月からずうっとモスコ一に行きま
したけれども、基本的に日本としては大陸だ
な資源としては認めないということ。これは
相当異動性のあるものであるから日本として
ほ大陸だな資源として認めないが、ソ連では
大陸だな資源と主張しているのです。

そう言った双方の意見の食いちがいのため
に、20日間も向うで交渉し得なかったという

経緯もあります。
そこで日本の三好生産部長と、それと同じ

ょうな立場にあるラフスという先方の担当と

非公式に用談し話をすすめてきたけれども、
中途まで行くと話が停滞し、遅々として進ま
なかったのであります。

そこで鮭鱒は東京、カニはモスコーという
ことで両方の交渉で、日本は11万トンの鮭鱒
は、今年は豊漁の年とも云われ必ず確保しな
ければならないと主張しているのに対し、ソ
連は7万トンを主張しているということで、
一歩も歩み寄りは出来なかったとのことで

す。それにカニの漁期も差しせまっているし
既に3月から日本海は綿は操業しているとい
う状態で、困り果てた結果、急拠赤城元農相
を政府特使としてソ連に行ってもらい佐藤首
相の親書をコスイギソ首相に渡したのが、は
っきりした記憶がうすれたが、つい先程でし
た。

なお行くとすぐにイシコフという漁業大臣
に会ったときに、イシコフさんもニシンの問

題が向うで難行しているのだが、あなたがこ
こにきてカニの事をきめようと云っても、東

京のニシンの問題も、一緒に考えようではな
いかと提案を受けたとのことです。

そこで困って、私はカニの問題を決めに急
拠特使としてきたので、今ここでニシソとカ
ニを結びつけるのはおかしいというようなこ

とで政府に請訓を求めたのであります。
私共は請訓がきた日に外務省で会合して、

この際、ソ連が望むならば一拠に赤城匿東京
の鮭鱒もニシンも一緒にお願いしようじゃな
いかと考え、そうしたことが交渉を速めるこ
とになるではないかと業会の結論を赤城元農
相に進言する途をとり政治折衝に入ってもら
ったのです。

ソ連のこういった交渉の仕方、即ち政治的
な交渉のあり方は、いつでも使う先方の手な
のであります。それに日本はやむな得ず引っ
かかざるを得なかった訳です。最後には必ず
政治折衝なのです。

最初双方の学者が、いろいろのデークーか
ら、鮭鱒とカニといろんな分科会に別れて検
討する訳です。大体学者の答申はほぼ一致し
ているのですが、いざ交渉調印段階になると
双方平行して繰らないというのが現状です。



そして最後には政治的に話を結着するという
風になるのです。

米の政治加算と同様に、必ず政治が必要で
ソ連はむしろそれを望んでいるのではないで
しょうか。

実際今漁業問題が、もっともソ連と近く話
し合っている状態でモイセーフという代表団

幹事報告

会報到着
石巻東RC、新発田RC、鹿児島RC、

鹿児島西RC、尾花沢RC、会津坂下RC
例会変更

長は、私は7～8年なりますが、狩穴のソ連
大臣館に行って、私と45分間論争したことが
ありますが、君が何なのか？作業服を着て
いるけれども君は船主でないかと云われまし
た。私は、そのとき船主であり、船員である
ということで反論したところ、船員ならば、
鮭鱒ほどのくらいいるのか知っているかと問　チ
われ、大体昨年22万トン獲ったではないかと
云うとよく知っているねといわれました。こ
のようなことを、モイセーフと論争したこと

があるので今でも印象に残っております。
とに角先方は老巧で、外交がうまく日本が

それに従わざるを得なかったというのが今ま
での漁業交渉の経緯ではないでしょうか。
それから、お蔭様で5日1日恰度ソ連のメ

ーデーまで決るだろうというので、我々も待

期しておりましたが、メーデー直前にニシン
を大巾に譲歩したためにトントンときまり、
午後から仮出漁許可証をもらい新潟まで、車
でむかえて（酒田に28人の船員が約20日間釘

付していたので）2日にカニ船を現地に迎え
これで一難を了えました。

なお鮭縛は9万6千トンで妥結していたの
で予定通り10日に加茂を出航し、更に15日に
は由館を出航し、私も見送って参りました。

それに併行して、ニシンの強行出漁のこと
が新聞、テレビでごらんになっていると思い
ますが、今日がその日にあたり、今日政府の
いろよい返事が（もっと出さなければ、今日
強行出漁するという業者の結束）待たれると
ころであります。なお課長から私に対し絶対

強行出漁だけはやめるようにとの要望を受け
私はやりませんと応えております。私の船は
石巻に寄り、ニシ∵／網を全部上げて、トロー
ル今日10時に出航しました。

私の持船5隻が北洋に出漁完了したのは、
今日の10時であります。

その後若干の質疑応答があり、なお風の方
向と低気圧の配置などを、手と体でためす方
法などについても、精しい説明がなされまし
た。

鶴岡西RC（親睦会を兼ねて）
5月28日（金）pM5．30

湯圧りIt　七内旅館　登録料1，000円

温海RC（創立1周年記念）
5月24日（月）AM11．00

温海　金沢屋旅館

ヤータ∴－ナイト案内

福島南RC　6月27日（日）

PM1．00′－3．00

福島県文化セ∴／クー（福島市）
登録料　￥4，000

6月27日　懇親ゴルフ大会

AM9．00スク・一卜

福島ゴルフクラブ「民報コース」

会費　￥1，500

＼－ヽ－／
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊧5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialtoall

concerned？

ミ隔りを取り除こうミ

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　62名
出　席　数　　　47名
出　席　率　75，81％

欠　席　者　荒明君、安藤君、長谷川（文）君
長谷川（悦）君、早坂（徳）君、
橋浦君、平田（圭）君、石黒君
五十嵐（一）君、栗谷君、小花君
金野君、三井（徹）君、斎藤
（信）君、佐藤（忠）君

前日の揖宿　前日出席率　58・06％
修正出席数　　　51名
確定出席率　82．26％

メークアップ　五十嵐（伊）君一酒田RC

薮田君∬温海RC
阿部（公）君、安藤君、早坂
（源）君、金井君、黒谷君、三
井（賢）君、三井（健）君、摩君
佐藤（昇）君一鶴岡西RC
張君、小花君、嶺岸君、三井
（徹）君一オーストラリア

ビジター　五十嵐卓三君、帯谷義雄君、
松田幸三郎君、菅原隼雄君

一鶴岡西RC

ゲスト　鶴岡労働基準監督署長
津野尾　　勲　氏

本日のゲスト津野尾勲氏の紹介

小野寺　　清　君

鶴岡労働基準監督署長の津野尾勲氏は10年
前に鶴岡労働基準監督署の第一課長として在
任されたことがあります。労働基準行政に従
事されること24年で東京の出身であります。

最初に山形労働基準局かこお勤めになり、そ
れから最近は、こちらに赴任前まで村山労働
基準監督署長の職にあり、4月に鶴岡の所長
として赴任なされた方であります。
その24年間の山形でのお仕事では、特に労

働賃金の問題、それから労働災害に関するこ
との2つで、仕事に精通された方でありま
す。今日お願いたしますテーマは、労働賃金
の推移その他の諸点についてお話を15分間に
わたり承ることにいたします。

よろしくご静聴をおねがいします。

労働賃金問題について

津野尾　　勲　氏

10年ばかり前に、当地で3ヶ年はど勤務さ
せていただきました。お顔見知りの方もいら
っしゃることと思います。この春再び当地に

会
報
は
ご
家
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参りましたのでよろしく輝います。
私は24年のうち12年間賃金の問題に従って

まいりました。仕事の主たるものは賃金に始
まり、賃金に終ると云ってもいいぐらい業務
の内容が賃金の問題で山積しておりますので
この機会を利用させていただいて、業務の一

端を御披露し、併せて皆様の何かのご参考に
なれは辛に存じます。
今般ご存じのように1万5千円の要求を掲

げて泰斗が始ったのですが、私鉄大手の9千
7百円の妥結と、更に公労委の仲裁々定が、
近く9千3百円程度出ようという時期にあた
り、大体春斗を終娘したかにみえるわけであ
ります。
ひるがえって私共管内の賃金事情をみます

と、私の適用事業場は、鶴岡労働基準監督署
管内とし鶴岡市、東、西阿川郡の間に4千5
百の事業場がございます。労働者が約3万8
千人、従って一事業場あたり8人程度という
いわば零細企業が圧倒的に多い管内でありま
す。従いまして、先程申し上げた春斗の賃金
のようなものとはおよそかけはなれたのが実

情であります。
唯賃金というのは、御存じのように一般的

に需要、供給のバランスによって決められ
る。要するに求人の申込数と、求職の申込数
の如何によって決められるものであります。

因みに全国的な数字を申し上げますと、昨
年（45年度）の一般の労働者の求人の倍率は
ト4倍、賃金139・8％の指数を占ておりますの
で同率となっております。これは全国的な一

般的な労働者のことで、今日の一部新聞記事
にもありましたように、中高年令者の再就職
者については極めて悪い。即ち先程申し上げ
たこととは逆で、求人が少なく求職者が多い
という現象下にあります。こういう場合には

先程の需用供給のバランスから云うと逆に賃
金が低くなっております。停年退職し、その
当時用万円位もらっていた方が、再就職で安
定所の窓口に行って就職した実状をみますと
約3万円位の賃金でしか雇れないというよう
な実情であります。こういうようなのは例外
かもしれませんが、一般的には、まだまだ最
近の経済の不況にも係らず、賃金の動向は求
人側の方が多く求職者が少いという事情下に
あります。

それから新規学卒者、中学校とか高校の卒
業生については、極めて求人者が多く求職者
が少い実状です。45年度は中学卒業生が5．8
倍、高校卒業者が7・1倍というような比率に
なっております。

従って賃金も、初任給がぐんと引き上げら
れるという実情、即ち需要供給のバランスに
よって賃金が決るというのであります。後刻

時間がありましたら、県内の特に鶴岡管内の
安定所からおききした資料による数字なども
説明申し上げたいと思います。

そのほか、一般に賃金といいますと、労働
者の生計をまかなうものが最低でなければな
らないものです。労働者の生計費といいます
と、消費者物価指数とか、勤労者世帯の収入
支出調査とか、人事院の勧告の18才の独身成
年男子のマーケットバスケット即ち市場で買
える物価で生計費を出すというような算定と
かいろいろあって、そういう労働者の生計費
を基準にするのです。更にその管内の近くの
類似の労働者の賃金、これは毎月労働省が調
査している毎月勤労統計などで出ておりま
す。それから最後に、その事業場の支払能力　＼、＿／
というもので賃金は決められると原則的には
なっております。

しかしながら、実際問題として、これ以上
の要田が賃金に働きかけております。その多
きな要田の一つは、その労働者のその事業場
の一労働者当りの付加価値生産性即ち生産額
から原材料を差引いて得た額であります。あ
る原材料を工場に持ち込んで、それを加工し
て変造して販売精算をする。その間に付加さ
れた生産性であります。それから労働力の不
足によって勿論初任給が上ってくるという初
任給の上昇、それから冒頭に申し上げました
賃金斗争といったもの。それから最後には、
好むと好まざるに係らず最低賃金制によって
です。

最低賃金が決められ、それ以下では人が雇
えないという賃金、それと企業の資本力と云
いますか、賃金を規模別に調べてみると賃金
の格差が数段ちがって出ております。いわゆ
る賃本力が賃金の決め手になってきている訳
であります。

これらについて一つ一つ、数字をあげて説

明していきたいと思いますが、それと私共の
仕事の上で（これは皆様方には一番関心のあ
ることと思いますが）どういう関係で、賃金
問題が労働基準監督署の窓口にあがるかとい
うことを具体的な例について申し上げること
にいたします。

先ず問題になっておりますのは、いつも私
共の窓口に相談にき、申告にき、それから投
書がある、また私共法律に塞く事業場の中に
立入り監督をする。そういう結果把握された
賃金の不払ですが、これが遠鰭乍ら県内にお
いて鶴岡管内がトップであります。数字で申
し上げると山形県全体で、僅なものですが27
万8千円（3月末現在）対象労働者が約900名
そのうち鶴岡管内で把握された分が25万4千
円で金額にして91％で圧倒的に多いのであり
ます。即ち金額の殆んどが鶴岡管内であると

ヽヽ＿＿／



いっても過言でありません。

労働者数にして720名の賃金の不払になっ
ているわけであります。それが大工さん、農
家の方で農閑期などを利用して出かせぎに行
ってます。この出稼ぎ労働者の賃金について
調べますと県全体で360万円になります。そ
のうち鶴岡管内では37万3千円で柑％程度の
賃金不払が申告を受けて、夫々出稼先の監督
署に照会しております。主として東京、神奈
川、千葉、それから埼玉、茨城こういうとこ
ろに出縁に行っている方の賃金不払でありま
す。37万3千円と申しましたが、対象者は僅
か7名で、金額的には多いと言えます。

そういうような賃金不払の申告が鶴岡監督
、ノ　署ではとても多いというので一人が専属にか

＼、－・・一一′

かりきりになっている状態であります。これ
は必ずしも、鶴岡管内だけが不景気だからと
いうのではないので、この賃金不払が91％あ
ると申しましたのは、ある特定企業の退職金
不払が多くをたてるのであって、一般的な賃
金不払とはちがうわけです。しかしこの会社
自体はつぶれたわけではなく未だ操業を続け
ておりますので、何等か解決はされるではな
いかという風に期待をもっております。

それからそういうような賃金不払事件と関
連して、賃金がきめられて労災保険料を事業
主の方がお支払になります。その労災保険料
の基礎に賃金になるのです。その保険料賃金
には全国一率の料率によってきめられた数値
を乗じて出すということになっております。
その保険料は鶴岡監督署管内でこの一年間の
労災保険料が1億6千刀円位です。給付された
額が1億円となっており約62％の収支率をた
めております。これは県内からみますと、山
形、米沢、鶴岡、酒田、新庄、村山と6つの
監督署管内のうち、3番目の鶴岡管内の労働
者数からみて尻から2番目位で保険料も低い
ということで、これは賃金も低いということ
になるではないかと思います。

それから保険料のことですが、一日当り労
働者の賃金が、例へば1，000円である。ある
いは900円である、あるいは600円とか700円

という賃金で労災の怪我をした請求が出て参
ります。
ところが昨年の10月労災保険法が大巾に改

正されて、給付の請求は最低が770円という
風に法律で規正されました。従って現在の賃
金が仮に700円でも650円でも、補償は770円
でするという風になっております。ですから

賃金の低い人はその分だけ救われるという風
になる訳であります。
そういうような労災との賃金との関係がご

ざいます。
それから最低賃金のことですが、山形県内

で最低賃金法による法律で強制される最低賃
金が、6業種あります。木材、木製品、家具
装備品製造業これが最低賃金680円、食料品
製造業、これが最低賃金800円、梗概、金属
製品製造業850円、窒業、土石製造業880円、
自動車整備販売業これが850円、繊維製品製
造業、これが830円、以上の6業種でありま
す。このように賃金が、どうして業種によっ
てちがうかといいますと、最低賃金を決める
についてその業種全般の賃金をしらべた結果
企業の支払能力などを勘案して、公労使の意
見をもとめ、これを法律で強制されるという
わけであります。
御説明しましたように木材木製品製造業が

680円の最低賃金で雇用することはできます

が、それ未満の賃金では雇用出来ません。と
ころがその人が怪我をすれば770円の補償を

受けられるので、最低賃金は早晩この680円
の賃金は木材木製品製造業では改訂されるの
であろうということが言われます。

山形労働基準局では、現在山形県内一率の
最低賃金の調査に取りかかろうとしておりま
す。そうしますと、あらゆる業種を含めて、
賃金の額が決められてくるということで、労
働者の賃金の底が支えられるということにな
るわけであります。

それから労災保険の話に戻りますが、不幸
労働災害で指を一本負傷して切りとられたと
か、或は腕をもがれた、足をもがれた、ある
いは死亡したという場合に、その労働者の賃
金が遺族に対して一生かかってくるのです。

例えば亡くなられた夫の労災保険の年金が
その労働者の日給を1，000円としますと、そ
の365日分即ち365倍したものの、奥さんが40

才未満、50才以上、55才以上で年金が異りま
すが、最低は30％、35％、40％（55才以上が
40％）の年金が出ます。即ち1，000円×365×

0・4という夙になります。しかし、それでは

余りにも低いということで、民事訴訟による
損害賠償請求が提起されるという例が多々あ
ります。ホフマン方式で、主人が生きておっ
たら何年後まで働ける。その間取れるであろ
う収入から生計費を除き、そしてそれだけの
損失をして、労災の年金がこれだけ貰えるか
ら、差引きいくらいくら損害賠償として支払
みという訴訟も持ち込まれております。

先程労働生産性が低いと申しましたが、山
形県は全国の例からみますと約半分になって
おります。ところが、山形県は生産性が半分
にも係らず、賃金は必ずしも低くないとい
う。そういったアンバランスもあります。先
程申し上げた需要供給ばかりでなく、そうい
う外的要因が多々にあるということが、その
辺からも言えるではないかと思います。



それから職業安定所からいただいた資料で
すが、鶴岡管内で、46年3月の求人の申込の
あった例をみますと、（見習い）中卒者で初
任給が2万5百円、高卒で2万6千9百90円、そ
れから女子は、中卒で1万5千2百50円、男子
が2万4千2百円となっております。それが山
形の場合は、中学男子が2万5千円、高卒が
3万1千円です。鶴岡とは相当の開きがありま
す。女了一は中卒が2万4千円で大分開きが大き
くなっております。高卒女子は3万円でこれ
も大きい開きです。
時間の都合で、充分にお話することが出来

ませんが、監督署にはいろんな資料が整って
おりますので、いつでもお問い合せをお願い
いたします。どうぞ監督署を御利用ねがいま
す。賃金のことを話すことになっておりまし
たが充分に言い尽せなかったことをお詫びい
たします。

三井賢二君

6月8日夕方新旧役員会を開催いたしま
す。時間は未定で場所はひさごやで行いま
す。詳細は決定次第御連絡申し上げますので
関係者の出席を要請いたします。

オーストラリア、ストウエル
ロータリークラフ溺開記

張　　紹　淵　君

このたびストウエルロータリークラブを訪

ねまして、会長をはじめ会員の皆様から大へ
んお世話になってきました。向うでは大へん

歓迎していただきました。
4人で向うに参りました。向うについたト

タン新聞記者がきました。スケジュールは先

方では決めておりましたが、こちらではしら
なかったので、一番まいったのは挨拶するに
皆英語でやらなければならないので、おいつ
められた感じがしました。先方では私共の訪
問が新聞のトップ記事に載ったようでありま
す。

またストウェルには3日間泊りました。2

日目は朝から見学で、羊の牧場とか、農作の
ところとか、有名な山をみてきました。また
シャンペン会社や羊の飼っているところなど

見て廻りました。親切で亙れり尽せの歓迎で
ありました。
翌日は市長のレセプションにあったり、お

宅では歓迎会バビキコ＿一一パーティをやったり
しました。

第3日にはロー一夕リーの総会があり、その

会は女性の方は参加しないのでした。（女性

が参加するのは年に1～2回の特別の会合で
1時間位とのことでした）その日は大変な盛
会で、6時半からはじまり、夜11時近くまで
かかりました。

私は前からつくっていた鶴岡の四季として
スライドをみせたり、説明をいたしました。

それから私が与えられた話を40分間させら
れました。そのスライドをみせながらロー－タ
リーとはどんなものか、僕達がロータリーク
ラブをつくるときに、僕達はまあまあロータ
リーのことは理解しているが、一般の庶民は
ロータリーはどんなものであるか、またロー

タリー奉仕はどんなものであるかということ
がよくわからないので、僕等はそういうとこ
ろに大きなPRをしなければならんではない
かということ。そういうPRをするには、5
つの世界の平和のテストとはこういうものだ

というようなことをしゃべってみました。
いろんなことで非常に歓迎されたことと、

無事に4人が帰ったことを報告いたします。

短　　信

さきに藍緩褒章を授与されました男網末松

会員の受賞記念パーティが、5月24日山王閥
において盛大裡に挙行されました。

幹事報告

会報到着
天童RC、白鷹RC、石巻東RC

地区大会案内（第360地区）
10／210／3　長野県諏訪市

申込5月末まで
理事会開催
6／111時より　当例会場において

定例理事会
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四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

concerned？

ミ隔りを取り除こうミ

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　62名
出　席　数　　　52名

出　席　率　83・87クゎ

欠　席　者　荒明君、長谷川（文）君、小花君
早坂（徳）君、金野君、嶺岸君
三浦君、完網君、新穂君、富

樫君

前日の出席　前日出席率　75・81％

修正出席率　　　56名

確定出席率　90・32％

メークアップ　安藤君一仙台RC

石黒君一山形RC

長谷川（悦）君一天童RC

長谷川（文）君、栗谷君、三井

（徹）君、斎藤（信）君、佐藤
（忠）君一鶴岡西RC

小花君－オーストラリア

ビジター

五十嵐正雄君、菅原隼雄君、五十嵐単三君

羽根田正吉君、－鶴岡西RC

会員誕生

阿宗文雄君、阿部嚢君、張紹淵君、石黒慶
之助君、五十嵐一郎君、上林一郎君、小野

寺活君

奥様誕生

安藤美智子様、長谷川敏子様、今問よしへ様

皆出席

12年間皆出席

9年間皆出席
8年間皆出席
5年間皆出席
2年間皆出席

5月100％出席

小花盛雄君
阿部公一君
早坂源四郎君
今間壮太郎君
手塚林治君

41名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（嚢）君、安藤君
張君、長谷川（悦）君、早坂（源）君、石井君
石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、五
十嵐（八）君、海東君、田中君、金井君、上

林君、栗谷君、小花君、小池君、今間君、

会
報
は
。
震
み
ん
な
で
読
書
し
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う
、
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嶺岸君、三井（徹）君、三井（賢）君、三井

（健）君、岩網君、中山君、小野寺君、大川君

靡君、斎藤（栄）君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）
君、鈴木（善）君、新穂君、鈴木（弥）君、高
橋君、手塚君、富樫君、上野君、鷲田君、

薮田君

会長報告

張先生を経て、ストウニルロータリークラ

ブから挨拶状が届いております。英文ですが

大体のところを訳しますと、次のようになり

ます。

b貴クラブ発信のメッセージをたしかにい

ただきました。張先生、嶺岸さんが、我々の
クラブを訪問されて、数日間でしたが、我々

と共に楽しんで帰られました。

次の日には、所有されている家畜、即ち羊

牛をみられ、それから数里離れたところのグ
ランピアン・マウンテンに行き、そこでは放

し飼いされていた自然の動物をみられたこと

でしょう。その後リンゼイ・ブラウン氏の家

でバーヒキュー・パーティを行い、それに出

席されました。
その次の日は、ストウエルから10哩離れた

ところに行かれ、その後に市のレセプション

に出席され、ストウェルクラブの御夫人も
一緒に出席されて、非常に和かに交歓しまし

た。

我々は非常に驚異的な素張しい時間を待つ
ことが出来たのです。

また宗教、国籍の如何を問わずにロータリ
ーは、皆が兄弟のように感じられました。

最後に下山田さん（交換学生）にもよろし
くとのことです。

（この書都はJohn M kriewaldt氏から小

池会長に宛てたものです）

次に今旅行中の小花先生から、非常に詳細

なお便りが届いておりますので読み上げま

す。

前　略

9日夜鶴岡を出発、10日12時半羽田発にて

濠洲に向いました。
途中インドネシア経由で13日濠洲に入り、

その足で実直ぐキャンベラに参りました。人

口約15万の首都としての榛能をもつのみの小

じんまりした綺麗な街でした。恰度ブラジル

の新首都プラジリヤにも似た、小ワシソトン

と云った感じの処でした。
ここの戦勝記念博物館の庭には、日本の松

尾大尉（当時26才）がシドニー湾深く潜入し

た時の、特殊潜航艇が陳列され、懇切な解税
がつけられ、日本特攻隊勇士を通じて日本魂

をたたえた後日渾をもここで聞きました。

14日メルボルンの視察もそこそこにして、

第1の目的である鶴岡RCと組合せクラブの
ストウエルに向いました。恰度ストウェルR

Cの元会員で、現在メルボルンで医院を開業

しているクリクハント博士自ら運転の御案内　、－ノ

夫人同伴でメルボルンから酉北方70哩はなれ

たパララードまで送って頂きました。このパ

ララードはメルボルンオリンピック大会のと

きボートレースの会場になった処で、大きな

湖と之に画した広々とした公園は恰度秋口に
入り黄葉で美しく彩られていました。ここで
ストウエル会員のコリン・ホール夫妻rと可愛

い息さんの出迎えを受け、彼のたくみな運転
で更に西北方80哩のストウウニルに向いまし

た。見渡す限り一面の平原又は丘陵で、殆ん

ど牧野化しております。

濠洲は人口は1，200万、土地の広さは日本
の20数倍、恰度東京都の人々がアメリカ全土

にちらはっている位のところですから、その

広いことと、過疎的な事も恐らく原因してい
ると思われるノソビリさは羨しい位です。

羊は人の10倍位飼っているとのこと。つい

でですが、ストウエルに着いてから街中を案

内して呉れたコリンホール夫人は、自家用車
のドアは施錠せず鍵は案内に置いたまま私の

大きなトランクは、先に会長宅に運んでくれ　ヽ＿／

ましたが、之も家の入口のドア外に置いたま

ま、と云った誠に応揚な人柄に、これまた一

寸うらやましくなりました。

前後しましたが、コリソホールさんがこの

日午後4時から私達を歓迎する市長招待のレ
セプションに問い合わせるため、猛スピード

（時速80哩＝130肋）で飛ばせましたら、ポ

リスの巡視車に追っかけられ停止を命ぜられ

ましたが、コリンさんが、何やら説明してい

たらポリスが、外国人である私の顔をみて何
のおとがめもなく放免して呉れたあたりも、

何とも云えぬ味ほいのある国民だと思いまし

た。



午後3時半頃ストウウエルに着くや、RC

会長ジョン・クリーワルド氏の店を訪問しま

した。彼は薬剤士で、40才前後と思われる好

紳士で、繁華街でドラックストアの立派な店

を開いて居りました。

到着の挨拶をすませ、街の中を暫時視察4

時から市役所の大ホールで開かれた歓迎会に

出席。街の有力者総出の歓迎で仲々賑やかな
パーティでした。

ここで張先生夫妻、嶺岸さん、同御令妹の

万千子さん、張さんのゲストとも一緒になり

ほんとうに有意義な日本デーでした。

その後6時半よりストウウェルRCの例会

に出席しました。

この例会は、私達鶴岡RC一行を歓迎する

為に夫人同伴の特別例会で、余り広くない会
場に、身動き出来ぬ位一杯で、これまた更に
一層友情に満ちたなごやかに楽しかった。

ここで私は、今回の旅行の目的である日濠

親善についてと、更にインドネシア・インド

等々を訪問する理由として、低開発国の人々
と先進国との間の隔たり、特に人種間の疎隔

をなくするた捌こ少しでも役に立つ道を求め
て歩いていることと、昨年私達ロータリーの

第353地区全員の善意の結晶としてインドの

結核撲滅の一助にとして、私の責任において

贈呈を無事完了した。マドラスのヘルスボラ
ンタリー・サービスのメデカルセンタ【を訪

問して贈星した。33品目1331点の医療器械が

如何にマドラス地域の印度住民の福祉に役立
っているかをもこの眼でたしかめ、互にアジ

アでは中国と共に何と云っても指導的役割を

果さねはならぬ古い歴史と伝統をもつインド
叫　　の人々とも、しっかりと手を結んでいきたい

、＿〆ノ　　旨などを約30分間程英語でスピーチいたしま

した。

張先生は持参のスライドを映写しながら相

当長い紹介をされましたし、ストウウニル会

員家族の方々には充分満足して頂けたと思い
ます。特に嶺岸さんの味方千子さんは嶺岸さ

んの通訳をしながら、素張しい英語を駆便し
ての社交ぶりは、全く讃嘆に価するものでし

た。

又24日からストウウェルに第353地区の勿

来RCより派遣されてきている下山田礼子君
も同席していて、元気一杯に活躍して、更に

錦上花を街へてくれました。先方の夫人達は

又かわるがわる立ってきれいな合唱をやって

私達の旅情を慰めてくれ、時の経つのも忘れ
10時過に漸く閉会しました。

私は会長のゲストとして、ジョン・クリー
ワルド氏宅に宿泊、張先生の一行は、先年釆

鶴されたリンゼイ・ブラウン氏宅に泊りまし

た。

翌朝は早くから街の内外の公園や学校、と

くに昔この街でゴールドラッシュの時に堀さ

くした古跡等をドライブしながら案内してく

れました。そして間もなく元RC会長ケイト
マクラカン氏夫妻のドライブでメルボルン迄

送って頂き、之で念願久しかった組合せクラ
ブ・ストウニル訪問を終った訳ですが、多く

の人々の友情と歓迎に全く深い感銘を受け、

はるばると訪ねた旅に値する本当に意義深い

2日間だったと思います。

なお今まで、いつも旅行を一緒にしており

今回も同行している東京池袋RC元会長寺田

義則氏が今回はシドニー北方16血流はなれたェ
ビングRCと姉妹クラブ締結の任務をもって

来ており、寺田氏を迎えるェビングの特別例
会に私も招待されました。ここは美しい自然

林に困れた落ちついた街でしたが、ここも夫

人同伴の全会員で歓迎して呉れました。私は

副会長のブース氏の車で案内されました。
この人は歯科医ですが、先ず自宅に招じ入

れられ、夫人と4人のお子さん達総出の歓迎
を受けました。そしてこの例会には、国際理

解特別プログラムとして当地のマックオール

大学のドクター・コースで教育学を研究中の
インドネシアの留学生トリスク君のスピ【チ

がありました。彼の母国インドネシアの復興

のため、現在および将来の教育を如何にしな

ければならぬかについて、心を砕きながら烈
々火を吐く演説には深く心を打たれました。

この町も東京池袋RC派遣の交換学生小島

裕子嬢が今年の4月から来ており、その両親
も私達と一緒に例会に出て、令嬢と久しぶり
の再会で楽しんでおりました。

今日、シドニーのロータリー世界大会には

世界各国から1万6千名が参加しましたが、
この中日本からほ1千6百名の多数が出席し

ました。参加した日本RC会員と話し会って

見ますと、日本から濠洲の各地に沢山の高校
生男女が、ロータリークラブの交換学生とし
て来ており、どこでも非常に歓待され之を通

じて日濠両国の理解は、急速に深まって行く

ものと思われます。



藻洲の人々は、とても日本に対して友好的
であり、かつ日本を積極的に深く研究してい

る様で、大平洋をこそ隔てておりますが、現

在の飛行機では、実動14時間位で行ける隣国
となりました。私も今回の旅行で濠洲に多く
の友人を得ることが出来ましたが、このきず

なを大切にして更に更に一層深いつながりに

なる様に努力して参り度いと思います。
ストウエルRCの会員から呉々も皆様によ

ろしくとの事でしたが、特にリンゼイ・ブウ

ン氏は、来年は又鶴岡を是非訪問したい意向

を述べておりました。

ではひとまずストウウエル訪問の報告を終

らせていただきます。　　　　　　勿　々

昭和46年5月18日

鶴岡ロータリークラブ会長

小　池　繁　治　様

小　花　盛　雄

三井賢二君

6月3日午後4時から、次年度役員と今年

度役員の合同会合を催します。詳しいことは

事務局から、往復葉書で照会いたします。

濠洲旅行記　　三井　徹君

シドニーの世界大会に行って、私が見て参

りましたことを申し上げます。
ここに携えてまいりましたのがコアラベア

というオーストラリア特有の動物の模形であ

ります。それとブーメランですが、これとが

向うの象徴的なもののようです。これが個人

的に向うで呉たバーナーですが、ここにもブ
ーメランがかいてあります。手にとって御ら

んになって下さい。これは土着の土人が狩に

使ったものだとのことです。
これを投げて動物の首とか足にあてて動物

を獲ったとのことです。このような形で投げ

ますと、物に当らなければ必ず手許に帰って

きます。
これを実際にやってみると不思議にもその

ようになります。土人は、いろんな投げ万で

動物にあてたらしいようです。
これが公式のプログラムであります。外に

会場で日日の新聞を出しておりますが、これ

には日本語版が出ております。如何に日本人

が多いかを証するものです。

参加のバッチ（ネームカード）は、このよう

に割合お粗末なものでした。
ホストクラブの会員などは、ちょとリボン

を付けておりますけれども、役員などの大き

なリボンは余り付けないようでした。

大体オーストリアに関しては、張先生、小

花先生からお話やらお便りがあり、殆んど御

存じのことと思いますが、私がみて感じまし
たことを一寸申し上げます。

私は16日に立って、17日の朝に向うに着き

ました。とリヅピソ航空のマニラ経由で参り

ました。マニラに渡り（東京からマニラまで　　｝

大体4時間）マニラからシドニーに直行が大

体8時間近くかかります。恰度セレベスの上

空を飛び斜に横断したようなコースで行きま

した。私が戦時中におりましたニューギニア

の方でも通るかと思っておりましたが、そち

らは通りませんでした。それでニューギニヤ

に対する私の感激というものは感じることは

出来ませんでした。

船で参りますと赤道祭などをやったのです
が、ただいま赤道などということもスチワー

デスは言わないで通過しました。飛行機の旅

行というものは至って殺風景のようです。
シドニーに参って、世界大会の状況をみま

すと、日本人が大変多くて、日本人が世界に
対し如何に進出しているかということを深く

感じました。とリッピソ航空などにも日本の

スチウワーデスがおり、ちっとも不自由があ

りませんでした。

それから大会の万は19日に、大会の中で一

番実のあるとでも申しましょうか世界の一流
の法律家の権威の集りがあり、パネルディス　、Y

カツレヨソをやったのを、前から2～3番目

の席で運よく聴いて参りました。これについ

て一寸申し上げますと、法律を通じて隔りを

取除こうというテーマでありました。全米の

弁護士会の会頭であるチールス・エスラーイ
ンという人の巧な司会により運営されて、パ

ネラーとしては、ノールエーの最高裁の長官

それにサンホセというところの法律の最高権

威外務大臣と云った方、それに印度の最高裁
長官（前に大統領を一寸やられたという方）
等大勢の一流の権威のある方々のお話でし
た。最初のノールニーの方のお話は、公害に
ついてのお話でした。先程津田先生にもお伺



いしたのですが、恵まれた自然の環境の中で

我々が生活するというのが基本的人権として

あるが、これは法律では鋭正されたものでは
なく、法律以前の問題だと云うお話のようで
した。

最近公害が物すごい勢で拡がって参り、こ
れについてのお話でしたが、海の汚染状態と

か、英国のバーミンガムのスモッグがスカソ

ジナビヤ半島に影響してくるとか、ザール地

方のスモッグも、海を越えてスカンピナヤ半

島へ押し寄せるというような話をしており、
もう公害というものは、全世界的な全人梓的
な問題であると。これを如何にして今後法律

＼－Yノ　的な規正を加えて、最小限度にとどめて行く

ことに努力しなければならないというような

ことを、きわめてわかり易しく話しておられ

ました。このお話は、例の富士海外の玉村さ

んという方のたくみな同時通釈で、イヤホン

できくことが出来ました。

それから次のサンホセの方のお話は、青少

年との隔りを振り除こうということで、とに

かく現在大人が口に平和を称えているけれど

も、実際には戦争していること。即ち事実か

ら言っても戦争面が大人に対する不信感とし
て仲々取り除けない。これを如何にして、こ

の隔りを取り除いて行くかというようなこと

でした。絶対に暴力を否定して、法律を守っ

て徐々に改善していくという方向に向うよう

に常に青少年と接触して、彼等をお互に理解
し合って気長にやって行かなければならない
ではないかというようなお話でした。

それから印度の方のお話ですが、印度は今

人口問題で悩んでいるというお話でした。世

界第三番目6億の人口をかかえて非常に問題
＼、＿♂　　になっているとのことですが、これに対して

如何にして人口の規正をやるか。人権との関

係をうまく融和さして、これを解決して行く

かということ。即ち家族計画、受胎調節、人
工中絶といったような、我々も終戦後非常に

直面した問題でした。人権ということをよく

考えて、除々に法律的に解決の途ほあるとの
ことでした。

そういうような方々のお話でしたが、我々

がきいてもわかり易しくて、実のあるデスカ

ッシヨソでありました。

大会の方はそんな具合でしたが、観光の方
は、シドニーから飛行機で1時間のところに
コアラというところがあって、ここに参りま

したら日本人の墓地がありました。

終戦のときの揃虜の墓地です。これは恰度

捕虜収容所があって200人前後収容されてい
たそうですが、8月2日に暴動をおこして射

殺されたとのことであります。その墓を戦後
口本政府で綺麗にたてて、今コアラの市でよ

く管理してくれました。

恰度そこの市長が、挨拶にくる筈でしたが

都合がつかないとの事で助役が参り挨拶して

くれて友好をたかめました。ああいうところ

で感じたことは、これだけ年数が経ちますと

何か戦争に対して、敵味方という感を越えて
ぉ互に戦争に対する考えを失い、むしろ親善
の感をもって接して行くことが出来るような

感じを受けました。
その暴動がおこった原因は、日本軍が上陸

してきたというデマがあったんだそうです。

先程も特殊潜航艇の話があったのですが、そ
れが捕虜に伝って刺激を与えたのではないか

という話でした。

特殊潜航艇の話で過日西クラブに参りまし
たら、桜井先生の弟さんが、シドニーにもう

少しのところで特殊潜航艇でつつこむところ
だったそうです。つつこむ寸前に機械の故障

で行かないでしまったとのことです。それで

3竿がそこに入り2隻が爆発し、1宴だけ保

存されているとのことです0
これが基地の写真です。そこからバスで2

時間も平原の中を突走って大きな農場に参り
農場の実態をみて参りました0

一つは牛だけの学問の農場で、1，600ェー

ヵM位の土地に牛を300頭位飼っているとの

ことで、カーボーイのような息子さんがそん

な役月をやっておりました。

そこでバーベキューの接待、家族の接待を

受けて、いろいろ話をきいたり、ブーメラン

を投げたりして遊んできました。例のカンガ
ルーを飼っていたり、火喰鳥を飼っていたり

しておりました。

そこの生活として、家の中も全部見せてい

ただき、いろいろお話をしましたが、特に裕

福だという程の感じは受けませんでした。生

活程度では、日本の中流よりは、却って質素
なようでした。テレビもありませんでし

た。

次に、もう一つは羊専門のところです。これ
は同じ位の大きさで、羊を500～600頭飼って

いるとのことでした。あの辺は雨が降らない



ので畜舎はなく、全部野放しでのんきそうに

やっておりました。しかし、そのうちは古い

家で100年位経った家でしたが大変綺麗な家
でした。ここで夕食を頂戴し、羊の肉などを
いただきましたが、日本の肉に比べ余りおい

しくないように感じられました。しかし非常

に親切にもてなしていただいて、気持がよか
ったのですが、この家は英国風の家でした。

その生活の様子をきいてみますと、医師は

飛行機で往診にくるそうです。また重病人は

飛行機で街に連れて行って入院させるという
ことです。それから小学校などはェーアース

クールとでもいいますか、通信教育だそうで

す。それで中学校上級～高等学校になると街
へ泊って学校に行くとのことです。仲々こち

らでは一寸考えられないような生活を行なっ

ているようでした。

それから会場で、秋田から行っている交換

学生、それから先程お話のあった下山田さん
とゆっくりお話する戟会があったのですが、

両方の方とも、1ケ月位宿舎の交替があって

仲々大変だとのこと。また家庭内の待隅ある
いは生活程度が、日本よりも生活しずらいと

云っておりました。それでも非常に元気で頑

張っておられたようです。

オーストラリヤは、非常に裕福なような先

入感があったのですが、実際廻ってみると個

人的な家庭の生活は割合に質素らしいようで
した。鼻紙がなくて困っておるなどのことな

ので鼻紙をやったら大変喜んでくれました。

向うの連中は鼻紙がなくて、トイレットペー
パーかハンケチでかむとのことです。

下山田さんは、たまたま風邪をひいており

鼻の下を真赤にしておりましたが、チリ紙を
上げたら大変喜んでおりました。

そのようなところをみたりきいたりしてき

ましたので、ご報告申し上げます。

幹事報告

会報到着

能代南RC、郡山RC、八戸RC、
八戸東RC

年次大会案内

第368区（明石）
11月6日（土）11月7日（日）

於明石市民会館　登録料￥5，000

申込　7月10日まで

V
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内⑳5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialtoall

COnCerned？

ミ隔りを取り除こうミ

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　62名
出　席　数　　　49名

出　席　率　79・03％

欠　席　者　阿宗君、阿部（公）君、安藤君

長谷川（文）君、飯自君、金野
君、佐藤（伊）君、佐藤（忠）君
新穂君、笹原君、篠原君、津
田君、薮田君

前回の出席　前回出席率　83．87％

修正出席数　　　57名

確定出席率　91．94％

メークアップ　新穂君一酒田RC

長谷川（文）君、嶺岸君、富樫
君一鶴岡西RC

ビジター　高梨四郎君、佐藤孝二郎君、岡本

浩君一余目RC

半田茂弥君一鶴岡西RC

会長報告

今日は、余目ロータリークラブの次期会長

になられる高梨さんがおいでになりましたの

で、ご挨拶をいただきたいと存じます。

次に恰度12年以前の昭和34年6月9日鶴岡
ロータリークラブが発足し、第1回の会合が

あった筈で、今日はその記念すべき日に当り

ます。丸12年を迎えるにいたりましたので、

どなたかチャーターメンバ【の方からの思い

出話などいただけば看難いと存じます。
此度渡前にKKスタンレー鶴岡製作所藤島

工場が建設され、その竣工式が2日に挙行さ

れました。小型電球をつくる工場とのことで

す。たまたま親会社のスタ∵／レー電気の常務
をやっておられる秦野工場長の畠中垂門さん

が当クラブにミークされたのですが、例会の

時間に間に合わずにバナーをおいて行かれま
した。

それからバストガバナーの穴沢さんから、
シソガポ岬ルのバナーが送られてきました。

穴沢さんがシ∵／ガポールにお出のとき、携

えて行ったバナーと交換されたものと思いま

す。この2つを回覧いたします。

それから東京ローークリークラブが出来てか

ら50年を経て、それで50年の歩みという冊子

をクラブ宛に贈ってまいりましたので回覧い

たします。

社会奉仕委員会に鶴岡駅のタクシー乗場の
テントを張脅していただきましたのでご報告
いたします。

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



余目RC高梨次期会長の挨拶

昨年5月当クラブの張先生の御配慮により

余目ロータリ【クラブが発足いたしました。

その間、張先生はもとより、小花先生、嶺

岸先生、安藤先生等からよく御指導をいただ
き成長し、去る5月5日に認証状の伝達式が
滞りなく完了いたしました。このことに閑し

お礼の言葉を申し上げたいと存じ、私達3名

が参った次第であります。

認証状伝達式が終了したとはいいながら、

東西もわからないような余目ロータリークラ

ブの現状でありますので、今後とも引続き御

指導下さいますようお願いを申し上げます。
誠に簡単で失礼に存じますが、心からなる

御礼の御挨拶を申し上げます。

「オーストラリア旅行記」　嶺岸光害君

シドニーでのロータリー国際大会に参加し

て来ましたが、ロータリーのことについては

諸先生方にお願いし、オーストラリアでの私
の見て感じたことだけを申し上げます。

張先生の御家族と一緒に5月11日午後2時
50分羽田を出発し、香港、マニラ経由でシド
ニーに着きました。その飛行時間約15時間、

シドニーに着いたのが朝の7時前でした。

途中機中で唯今赤道を通過致しますとアナ
ウンスがありましたが、気拝のせいか機中が

温かくなったような感じがいたしました。通

過記念に赤い色紙に黒字で赤道と書いたもの
を全員にくれました。

オーストラリアの国土は、日本の約21倍の

広さで、人口は僅か1，200万人、気候は日本
の11月末頃の気候で、私達が行った頃は摂氏

18度位、ススキや菊、ダリヤ、アジサイ等秋

夏一緒に咲いたような色とりどりの花が咲い

ていました。果物等も日本と同じで、こちら
の柿と枝豆だけがないそうです。

シドニーを9時に出発してメルボルンまで

約1時間、空港には当クラブを訪問したこと
のあるストーウェルRCのリンゼ・ブラウン

さんと、妹が空港まで出向えてくれましたが

あいにく雨模様で肌寒く感じました。メルボ
ルンの人口は211万で、午前中はリソゼ・ブラ

ウンさんの案内で市内を見学いたしました。

この町は非常に静かな、そうして優雅な自

然の景勝に人工を加えた美しい町でした。妹
の話では、オーストラリアでの交通事故で死

亡するのが、人口の割合からして世界一死亡

率が高いということでした。警察に事故を知
らせても、死亡しなければ警察が来ないとい

うことでした。普通の事故なら相方が自動車

屋と保険会社に行って解決するとの事でし
た0　これは、道路が広いことと、自動車の数

も日本と違い、車も少ないせいかスピードの
だしすぎだと思いました。

それから、オーストラリアでは、道路工事

等の場合、この工事は市民の税金で工事中と
いう標示がしてありましたし、日本でもこう

いうようにやったらなあーと思いました。向

こうのサラリーマンで給料の低い人は国営の

住宅を安く貸してくれるそうです。3部屋の　　ヽ－／
バス・トイレ付でだれでも借りられるとのこ

とでした。日本のように住宅難ではないよう

に感じました。又、税金等ほその人の収入の

1割が税金にとられるそうです。

昼メルポ′レンで昼食を食べ、自動車で3時

間半、ストーウェルに行きました。ストーウ
ェルほ人口僅か6千人の小さな町で、ここの
ロータリアンの数は57名程で、人口からみる

と非常にロータリアンの数が多いと思いまし
た。

リソゼ・ブラウンさんの家に3日間お世話

になりましたが、地元新聞社の記者やカメラ
マンまで同行し、13日の日は牧場等案内して

くれましたし、そこの牧場主のゴッドマンと

いう家に行きましたが、ここの家で御馳走に

なり、主人にお宅の屋敷はどの位の坪数です

かとたずねたら、夕方までに返事をするとの
ことでした。オーストラリアでは土地の少な

い人で5千エーカーから、1万5千エーカー

（1ェーカー4反歩少々）とのことですが、1

万5千エーカーといえば6千町歩位のことで　彗－≠／

如何に土地が広いかを思わせられました。
ここの牧草はルサンという草で、4寸位の

日本の三つ葉ににた草で、日本等にも輸出し
ているそうです。今年は羊毛の値下りで農作

物等もあまりよくないとのことでしたし、特
せこ羊毛等は量よりも質の向上に力を入れてい

るとのことでした。

夜はリン㌧ビ宅で、バーべ－キューでロータ

リーの家族会を催してくれたし、私は英語も

出来ないので皿に一杯御馳走を盛り、人目を
さけて1人暗い所で食べ、人から話をかけら
れるのがなによりも苦痛でした。

翌14日はシャンペン工場等を見学し、リン



ゼさんの工場等も見学して参りました。

リンゼさんの自家用の飛行機にも乗ってき

ましたし、向こうの大地主の人は飛行機で自

分の山林や牧場、或いは商用等に利用してい
るとのことでした。午後4時から6時まで、

町主催のレセプションを開いてくれましたし
ここでも話が出来ないので早く時間になれば

と、ただそれだけ思いました。6時からはロ
ータリーの例会で、会員・家族100名程でし

たし、点鐘、ソングは日本と違い螢の光で始

まり、会長挨拶、各委員会報告、ここで私の

失策で、オーストラリアドルで10ドル（1ド

ル400円）4，000円のスマイルをさせられ、な
＼－ノ　　んか向うの会員が私をじろじろとみるので、

これは背の低い日本人もいるんだとみている

のかなと私なりに思っておりました。会長の

挨拶やら、委員会の報告やら、私には何が何
やらさっぱりわからないので、皆んな食事を

とるまで煙草を吸っていたら、嶺岸というの

で、はっとしたら妹が兄さん煙草を吸ったと
いうので、スマイルだというのでここで高い

罰金を払って参りました。これは向うの規則
のようでした。

ここのクラブでは、家族会の場合、会員は

必らずおくさんを連れてくるか、或いは女の

子供を連れてくるが、女の友達でもよいし、

とにかく必ず女同伴でくるのが規則になって
いるということでした。連れてこない会員が

3人程いました、その人達は罰則として人の

食べおえた皿のあとかたづけなどさせられて
おりました。張先生のスライド等をみながら

夜おそくまで非常になごやかな、多くの人々
の友情と歓迎に探い感銘をうけて参りました

翌日、オーストラリアの主都キャンベラに
＼一　行き、ここの人口は10万人程で、各国の大使

館や官庁街等見て参りましたが、緑の芝生や
黄色のポプラ、美しい田園都市の景観を望し
ていたようです。戦争記念館を見て参りまし

たが、ここに日本軍の特殊潜航艇が無残な姿

で陳例されてありました。鑑長は山形県人と
いうことでしたが、私達日本人には何んか心

を強くうたれるような思いがいたしました。

キャンベラからオーストラリアの最大の都

市シドニーに行きましたが、ここは人口244万

人港町として栄えた町でここに有名な、ハー
バード、プリッヂ、ポート・ジャクソン湾に

かけられた世界最大の橋で、全長503〝乙、水面
よりの高さが51・9〝乙、2条の鉄道と8条の串

道両側が歩道になっており、2万トン級の船

舶が往来出来るそうです。
向こうでは毎日肉食で、5日間程酒を飲ん

でないのでコップで一杯のみたいと思ってい

たら幸いシドニーで、日本人経営の「名古屋」

という日本料理店で久びさに日本酒をいただ

きました。まぐろの刺身、すき焼、このとき

だけは我が家に帰ったような感じがいたしま
した。

シドニーでの大会で昼食を食べていたら、

向こうの若い男がよって来て、貴方達日本人
がオースリラリアについてのアンケートをと

っていたということでした。この人は日本に

1年半程留学したという人で、非常に日本語

が上手でした。私達この度シドニーの大会に

やって来ましたが、私は英語を話せないし、

読むことも出来ない。たとえば一つの例とし

て便所がどこにあののか不便を感じたし、英

語のわからないものでもすぐわかるように標
示してもらいたいし、これは私だけでなく、

英語のわからない日本人も観光に来ると思う
し、楽しい旅行の出来るようにしてもらいた

いと話したら、これは大変良いことを聞いた

とよろこんでいました。

翌日朝、張先生が会場にアルバムを展示し

たので、それを会場までとりに行ったら、早

速会場前等に墨で大きく男・女と標示してあ
りました。私が云ったのか、或は別の人も同

じような事を云ったのか、標示してくれまし

たし、大変感じがよかったと思いました○
オーストラリアは今日本に対し、積極的に

期待をもっていたし叉、友好的で今後日本人
もどんどんオーストラリアに行くことも遠く

はないと思うし、素暗しくよい国だと思いま

した。シンガポールでは、日本に対して非常

に期待をもっていたようでした。5ケ年計画

で開発を進めていたようですし、日本の一流

会社（ブリヂストン・日産自動車等）ぞくぞ
くと建設されておりました。工場地帯のそば
には、10万平方米の敷地に日本庭園を作る計

画で、今着々と進められ、完成も間近という
ことでした。この費用は、いくらかかっても

金を惜しまないということでした。ここの指

揮・監督をとっている人は中根金作教授で、
日本万博の日本庭園を協同設計された方だそ

うです。



海外旅行のご報告　　　　　小花盛雄君

私は9日の晩に出発して、今月3日の朝に

帰って参りました。しばらくクラブの方を留

守にしたり、仕事の方も代った人にやっても

らったりして、市民の皆様に大変御迷惑をお
かけしたと思いお詫び申し上げます。

通りました道筋は、たまたま私の出発の前
日、東京神田ロータリークラブのグループの

30人の方々と同じコースを辿りました。その

方々とは香港を観光しておられた2日目に追
いついて、香港から御一緒いたしました。

最初にインドネシアに行き、バリ島に一泊

し、それから戻ってきて、インドネシアの首

都のジャカルタに立寄り、更にシドニーはパ

スしてすぐにキャンベラに行きました。そこ

で先刻嶺岸さんのお話にあった博物館の側に

ある特殊潜航艇のところで、同じ想いをして

きたのであります。それからメルボルンに出

て、その後は御手紙で会長さんに申し上げま
したように、ストーウユルの会員の方々のお

出迎をいただき例会に出てまいりました。
それから戻って、シドニーの世界大会に出

席いたしました。大会は前夜祭と第1日目の

大会に出ました。会長さんの非常に感銘深い
スピーチがあり印象的でした。メモにしたの

ですが、今日は持参しておらず、校会があっ
たら纏めて御話しいたしたいと存じます。

その後知名のスコットさんなどのスピーチ

がありましたが、それを聴くことが出来ずに

次のスケジュールに移りました。それからニ

ュージランドに行き、タヒチに行き、また戻

ってシドニーから南アフリカのヨハネスブル

グにまいり、ヨハネスブルグから南アフリカ

の首都のプレトリアに行きました。それから

北上してケニアのナイロビ更に北上してェチ

オピアのアジスアベバに行き、それから印度

に渡りました。

印度ではボンベイそれから待望のマドラス

に行き、そしてセロンを回って帰るつもりで

したが国情不安のため、ビザがとれず行けま
せんでした。現地できいてみますと、暴動が

おきていて、特に私の家に1年間居たセロン
の学生のお家であるキャンデーという小さい

街では、とりわけ暴動が烈しく、外人さえも

巻き添を食って多数の方が殺されたとのこと
でした。実は、その青年に会いたいと念願し
ており、お寄りするつもりでしたが、寄らず
にしてよかったと思っております。

カルカッタに出るにしても、東パキスタン

の国情不安のため出れず、ニューデリーまで

戻ってニコ」一一一デリーから真直ぐ羽田まで参り

ました。

その間ロータリーの方を少しでも勉強しよ

うと思って、先程ご報告のあったストーウエ

ルの例会に出て、シドニーに居るうちにエッ

ペンニユというところの例会に出ました。ユ

ッペンニユのことは前に手紙で申し上げまし

たが、バナーをいただいてきたのでご紹介し

ます。それから南アフリカに行ってからは、
ヨハネスブルグの親クラブの例会がホテルで

あったので、そこに出て会報バナーをいただ
いてきました。それからマドラスでも恰度例　、一／

会にあうことが出来ました。ここでは前会長
が353地区からお送りした医療機械の受取人

であったので、ここで一言ご挨拶をさせられ

ることになり、英語のスピーチを行いました

会員の方が追いかけてきて、会報にのせる
から原稿を呉れとのことで、おいて参りまし

た。このように立派な会報を発行しておりま

す（現物をお目にかけた）ザライトハウス…
…ここに燈台で出ております。光を与え広く

照すという意味のようです。前会長が昨年の
9月15日の会報をわざわざ持ってきてくれま

した。こちらから医涜機械を贈ったときに、

あそこの日本から行った総領事と、ここのロ
ータリーの会長、あそこの総裁の3人の方が

贈られた品物を前にして写っており、また記

事を前にした会報が出来ておりました。経路
はそんな風で、アフリカ、インド、インドネ

シア等の細かい訪問の資料などこれから取纏

めようと思っておりますし、スライドなども

出来てきましたら、皆さんにご覧に入れなが
らお話し申し上げたいと存じます。　　　　1＿〆ノ

親睦委員会行事報告　　　五十嵐伊市郎君

来る19日16時30分ゴルフコンペ荘内地区ロ
ータリークラブ実施　会費1，000円

幹事報告

会報到着　東京RC、石巻東RC、村山RC

記事訂正

第603号の会報で、阿部裏先生のスピーチ「

盲唖学校生徒のレクリェーシ′三二／行事に参加

して」のうち盲唖は吉の誤（盲学校には視力

薄弱児が多い）ですので、お託して訂正いた
します。



’71∠ゝ

◎至 報
轡　言EET…3詔書：ACLUB

顔阿ロータリー

第607号

1971．6．15（火）

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊧5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから脚

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialtoall

concerned？

こ隔りを取り除こうミ

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　63名
出　席　数　　　40名

出　席　率　63．49％

欠　席　者　阿部（嚢）君、荒明君、長谷川
（文）君、橋浦君、平田君、早
坂（徳）君、市川君、石井君、
五十嵐（八）君、田中君、金井君

今間君、今野君、三井（健）君

嵩網君、大川君、靡君、斎藤
（栄）君、斎藤（信）君、笹原君
佐藤（忠）君、鈴木（弥）君、手
塚君

前回の出席　前回出席率　79．03％

修正出席数　　　55名

確定出席率　88・71％

メークアップ　薮田君一米沢RC

阿宗君一新庄RC

新穂君一酒田RC

安藤君一温海RC

阿部（公）君、佐藤（忠）君
一鶴岡西RC

ビジター　逸見啓一君一山形RC

高橋仁三君一寒河江RC

佐藤五石工門君一温海RC
五十嵐正雄君、羽根田正吉君、

桜井清君、原田行雄君、石寺龍象君
菅沢久弥君一以上　鶴岡西RC

会長報告

先般シドニーで開かれた世界大会に行か
れ、その帰途張先生と嶺岸さんがお寄り下さ
ったと思いますが、シンガポールクラブから

お礼状が届いております。
ユアレターアドレスをもらったとのこと、

いわゆるメッセージをもらったということで

これは覚えがありますが、同時にカーネーシ

ョンを沢山いただき有難うということです。

カーネーションのことは覚えがなかったの

で、張先生から伺いましたところ、張先生が

お出でになるとき母の日のカーネーシ′三二／の

造花を沢山持参して付けて上げたとのことで

す。
それから、はっきりしませんが、ブラジル

のサンバウルローークリークラブから、ブラジ

ルの事情を精しく書いて、悪意ある分子が宣

伝している中傷事項があるが、ブラジルをよ

会
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く理解して欲しいという内容のような手紙が

きています。この2つを回覧します。

次に広済寺さんのところのロータリアンの

事の駐車についてですが、当寺に墓参以外の

方の駐車ご遠慮下さいという札が張ってあり
ます。併し例会に出席する万々の車は、本堂
に向って御辞儀だけしていただけばよいと住

職の了承を得たので報告します。急用あって

くる車に邪魔にならないようにして利用下さ
い。

お盆の13日は別としても、そのようにお含

みねがいます。

新会員小松広穂君の紹介　　嶺岸光古君

小松広穂さんは、本町二丁目における丸富

商店という衣料品問屋の社長で、見たところ
非常に恰幅のいい方です。なお来年度インタ
ーハイのサッカー部の副会長をやられるスポ

ーツマンであります。今後よろしくおねがい

します。

なお小松広穂君より入会に係る挨拶がなさ
れました。

ファイアサイドミーティング開催について

鈴木善作君

今年度の初めに、ロータリー情報委員会で
ファイアサイドミーティングを実施しまし

たO Lかしその後新会員の方も数名入会され
たので、会長から再度ファイアサイドミーテ

ィングを行うようにとの示唆があったので、

明日午後6時当ひさごやにおいて実施するこ
とにいたします。会費は1，000円といたしま

す。それで新会員の方は是非御出席ねがいま

す0また前会長さんはじめ歴代の会長さん、
幹事さんも御出席の上、このミーティングを

意義あらしめるとともに、いろいろ御教示御

指導をねがいます。また会員の方々からもな
るべく沢山の御出席をねがいます。

三井賢二君

来る20日山形市で挙行される地区協議会に

出席なされる8名の万は、例会終了後3分間
居残り願います。

鹿児島からの来訪者のことと、

当クラブ発足の頃の思い出

安藤足助君

最近、鹿児島西ローークリークラブの鮫島さ
んから細かい御手紙をいただきました。その

要点として、1つはこちらのインターアクト

の地区大会に、是非鶴丸高校を中心に鹿児島

インターアク†の参加を要請しておいたとこ

ろ、目下その希望に添うように準備中とのこ

とでした。ただ、鶴丸高校の第1回インタド

アクトのOBで、一橋大学を卒業された平形

君は是非共参加させるとのことでした。

次に鹿児島荘内会の一行、末書市長を団長　　J
として一昨年の盟約式の返礼のため鶴岡を8

月に訪問されるという予定でしたが、これは

都合で9月に延期になるということでした。

またそれとは別に青少年だけを盟約の条項
の実行のため8月に10名位派遣することが、

市との基本的折衝が纏り、目下細部的な準備
中とのことです。

以上のことをお伝えいたします。

さて突然に6月9日即ち当クラブの12周年

の創立記念日に関連して、当時の幹事として

何か思い出を語るようにとのことですが、私
は6月になってから仕事が繁忙を極め出張ば

かりしており、頭ももやもやして、纏ったお

話は出来ませんが、思いつく俵にお話し申し
上げることにいたします。

当時丹念に記録して会報をつくっていたの
で、夫れをみれば、或程度纏ったお話も出来

たと思います。

何と云っても12年前のクラブの創設当時、

或いは創設以前から創立総会、チャーター、

例会等・これらに関連して一番最初に思い出　ゝ／
すのは安斎徹先生の本当に友情に満ちた、し
かも特別代表としての非常に責任感の重い、

あの援助だったと思います。
これは、うそのようですが、12年前の汽車

健の不便の時期に、山形から先生は毎週お出
でになって呉れたのであります。勿論創立総

会までこぎつけるところの書類その他の申請
の手伝も、例会のリードの仕方も、例会毎に

お出になられてロータリー精神の本当の神髄

を教えていただきました。

しかしあの頃の先生の御指導をこの席に入

れたならば、会員の皆さんもロータリークラ
ブの厳しさを痛感されたことと思います。た



だその頃はロータリークラブは素暗しく立派

なもので、一面素暗しく難しいものだという

ことをチャーターメンバーには当初から因果

を含められたのです。それで一生勉強しなけ

れば、安斎先生の即ち特別代表の云うことを

きいていないということで、折角世界的に伝

統のあるロー一夕リー精神を傷つけてしまうこ

とになり、これではならぬという有識者の責

任をかりたてられたのであります。

そのような事情で、皆が安斎先生の教えを
一生懸命におききしたので、興味あるお話な

どは全然といっでもよいはどなかったので

す。
、ノ　　　そのように申し上げると、安斎先生の厳し

い一面を語るようになりましたが、そうでも

なく本当に慈父としての恩情こもる、即ち何

とかして皆を立派なロータリアンとして育成

するという配慮があったのです。それで前に

も申しましたように、半年以上というものは

毎週遠路御足労をおかけして、ここまで足を
運んでもらったのです。先ずこの思い出が一

番深く感じられます。
それから、当時くる書類は全部英語でし

た。今みたいな日本文は皆無と言ってもいい

ほどでした。特に私など英語は全然駄目なの

で、どうしようかということで、高校の先生

を2～3チェックし、単語を拾って重要そう

な書類は交互に先生を廻り和訳していただき
ました。

うろおぼえの単語を拾って、書類の重要か

否かを決めるのですから、誠にあやしいもの
で、当時のガバナーは、北海道の札幌の真崎

ガバナーでした。この奥さんが名副官で、実

にロークリ【の事務に精通された万で、ポヤ
＼、′　　ボヤしているとすぐ電話がかかってくる。或

は電報がくるという具合で、難しい英語の単

語を拾いました。
単語を拾うだけでも一晩かかることがあり

つくづく学生時代にもっと英語の勉強に熱を

入れるべきであったと痛感いたしました。そ

んなことでまがりなりに英文をなんとか内容

をしりながら、また提出するものも人にたの

んで英文にして出したという英語のつらさが
一つの思出になります。

次には、この地域では当時山形しかクラブ
がなかったのです。従って欠席するとメーク

が大変困難でした。それでむしろ当時のチャ
ーターメンバーでは始終東京にお出でになり

東京にメークするためさほど苦労なきらぬ方

もありました。我々は休んだら大変でメーク
の仕様もないということで、おのずと当時の

出席率は良好であったと気憶しております。
その後年々クラブが出来て現在は県内のク

ラブ数は倍以上にもなり、ちょっと30分も走

れば酒田があり温海があるというメークのた
めには便利な時代になったと思います。その
メークのつらさも思い出として深く残ってお

ります。

そのお蔭で小花先生は12年の私も10年のバ

ッチを頂戴している次第であります。

それから、今思い出しましたが、スマイル
ボクスというのが何のことかわからなかった

ので、当時ボクスに入る金も少なかったので

すが、スマイルボクスの第一号の万は、今は

亡き佐藤貞吾さんだったと気憶しておりま

す。

次に思い出深いのは、何といってもチャー
ターナイトであります。チャーターナイトと

いうことが、いささかあやしかったので（英

語でくるので）ミーテング、とか、チャータ
ーナイトとか、アクセソブリーとか、ホーラ

ムとか、コンベンションとかも同様で、とに

角先輩ロータリアンがふだんに使っている言

葉が我々にはチンプソカンプンでした。その

チャーターナイトをやるということですが、

みたことも聞いたこともない行事で、唯埠に
は大変なお祭さわざと承っておりました。チ

ャータ∴－ナイトには、全国から先輩ロータリ

アンが集ってきてみられるので、下手たこと

をすると大恥をかくんだというおどしのよう

な情報が数々入りました。それで小花先生と

相談したり、安斎先生に電話をするやら、手
紙でおたずねするやらしても、解っている方
は簡単におっしゃるが、こちらではちっとも

想像出来ないので、切羽つまって、恰度札幌

束クラブにチャーターナイトがあるときいた

ので、小花先生にお願して、先生から札幌ま

でお出でになっていただき、チャーターナイ

トのモデルをみてこられたのです。そこで写

真を数多く撮ってこられ、その写真をたがめ

先生のお話をききながら、チャーターナイト

のプログラムを組んだのです。しかし全く自

信がなくて、一つ一つ安斎先生におたずねを

し、また当時は各委員会はどなたもおわかり
にならず、今日のように活動して呉れません

でしたので、即ちさわらぬ神にたたりなしの



たとえのような有様でした。

それで万事万締幹事に殆どがかぶきってく
るというようなことで、料理屋のさわざ、小

間物屋の照会など、自らやらねばならぬなど
で、私並にはそういった苦労もありました。

しかし当時は苦労どころでなく、やらねは

ならぬ一念で何とかかんとか形をつけたいと

いう状態でした。

そういう次第でチャーターナイトが開かれ

たので、万事外の人は知らぬのだ、今日恐ろ
しいのは、先輩クラブからのビジターに、批

判されるので、その方だけ注意しなければな
らないということで自分のペースでもって行

けという調子で、会場の時計まで規正しまし
た。その時計で、チャーターナイトをすると

いう強引な一コマもありましたが、羽黒の観

光や、途中で栃餅を差上げたことなどで大変

喜ばれて、まがりなりに一応チャーターナイ

トも予期したよりは成果があって終ったよう

であります。

その辺で大体無我無中の域は脱して、安斎

先生のねんごろな御指導によって、例会の日

数を重ねるごとに各委員会の活動もわかるよ
うになり、しっかりしたロータリー精神を身

につけながら兎に角一年を経過したというよ

うなことです。
いささか手前みそになりますが、当時は、

各委員会の活動のパンフレットが年度始めに

廻ってくるので、これを読んでも直訳語で、

内容が我々に接したことのないものが多い
ので、誰もが読む気も起らない。また先程の

よう甘こ手も付けられないというようなことで

結局各委員会の委員会記録から全部幹事一任

というような形になりました。それで殆んど

の晩は、自分の用事が終ると10時日時からロ
ータリーの仕事にかかって2時3時4時と、

夜の明けることもたまたまありました。この
一番の苦労は会報にしてもテープレコーダー

などなかったし、自分で幹事の用務を達しな

がら、お話の要点を書いて、記憶の去らない

うちにと、その晩のうちから徹夜をしながら

会報をつくるのが大仕事。次には次回の例会
の準備のために、皆さんに連絡をとったり、

次回の委員会の活動を何をしたらいいとか、
その準備などで、殆んど日曜日も休めずにロ
ータリーの仕事に追いまくられました。

そういうお蔭で、4～5年間はロータリー

博士のような萌をしてあれこれと動きもし、

またロを出してきましたが、その後なまけて

さっぱり勉強してないというのが現況です。

先程申し上げましたように、どうも12年前
のことで、いささか気憶もうすれております

しおまけに出張ぼけして興味あるお思い出は

なしをすることの出来ないのは残念です。こ
の責任の残は、第一号の初年度の記録をたど

って纏めて興味本意に何れかの機会に報告申
し上げたいと思います。

会報閲覧について　　安藤足助君

会報の閲覧のことでお諮りいたします。各
クラブから会報が届いていると思いますが、

これを例会のときに、好きな人がみられるよ

うに取計っていただけないでしょうか。

特に姉妹クラブの鹿児島西ロータリークラ

ブの会報は別冊とし、他は纏めて綴りこんで

もよいと思いますが如何でしょうか。

会長の応え

大へんよい考えであるので、是非御期待に

添うように取計いたいと思います。

なお最近の鹿児島西ロータリークラブから

届いた会報には過般鮫島さん等がこちらにお

出でのときのことがらが大変詳しく記録され
ておりますので、皆さんから是非ご覧ねがい

ます。

幹事報告

会報到着

鹿児島酉RC、石巻東RC、鹿児島RC
会津坂下RC、塩釜RC

例会変更
山形西RC　6／21→6／20（日）AM8・50

県民会館（地区協議会のため）
山形北RC　6／24（木）pM5・30

亀松閣（クラブフォーラムのため）

新庄RC　6／25（金）RM6・OD
一条　＠1，DOO円（最終例会）

その他

次期会長に繰越金概算額を申し上げる要
があるので、各委員会の立替金などあっ
たら至急事務局に連絡乞う。

ヽ■′
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊨5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1・真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficialto al】

concerned？

ミ隔りを取り除こうミ

出席報告

本日の出席

欠　席　者　阿部（裏）君、荒明君、長谷川

（文）君、早坂（徳）君、五十嵐

（伊）君、五十嵐（一）君、海東君

栗谷君、小花君、金野君、嶺

岸君、三井（徹）君、三浦君、

嵩網君、中山君、斎藤（得）君

斎藤（信）君、新穂君、笹原君

津田君、富樫君、薮田君

前回の出席　前回出席率　63．49％

修正出席数　　　54名

確定出席率　85・71％

メークアップ　手塚君一山形RC

橋浦君、三井（健）君、磨君、

笹原君一酒田RC

阿部（襲）君、市川君、五十嵐

（八）君、金井君、蒜網君、大

川君、斎藤（信）君、佐藤（忠）君

鈴木（弥）君一鶴岡西RC

ビジター　小西陳雄君一日光RC

大江秀雄君一鶴岡西RC

会長報告

今日のガバナースレーダーに、このような

ことが書いてあります。すなわち今、最後の

コースを走りつづけているランナーであるか

ら、あわてないで、つまずかないで、ころは

ないで、バトンを次期会長・幹事さんに渡す

のが立派な役目であるということです。

そのバトンをはっきり渡さないと次のラン

ナーにえらい迷惑がかかるというようなこと

が書いてあります。

私の在任中に、大変ご迷惑をお掛けしたこ

会
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と即ち、会費の臨時的な支出のご負担をお願

いするに至ったということがあります。この

臨時の負担金を頂戴したために、引継ぎされ

る繰越金は約18万円位の見込となりました。

唯来年度のことを考えると、インターアク

トの当地区の大会があり、またインターシテ

ーフォーラムも当クラブが、ホストクラブに

なるので、やはり臨時の負担金でまかなって

ゆくということは、次年度の予算を組む上で

非常に困難を生じはしまいかと懸念されると

ころであります。

それで、先刻申し上げた臨時負担金を、次

年度からは、現在の年会費4万円から5万円

に値上げさせていただきたいので、このこと

を御提案いたします。

これは手帳をお持ちになればおわかりと思

いますが、52～53頁の14条の改正のところに

少くともこういうことは10日前に全会員に通

知されていなければならないということなの

で、アウトラインを今日申し上げ次回の例会

日数が1週間しかないが、そこで決定させて

いただけば、次のバトンタッチがスムーズに

行くので、御検討の上、御賛成をおねがいし

ます。

それから以前から問題があったのですが、

当クラブの本当の定款はどうなのかというこ

とです。もとより手帳には記してありますが

これは模範定款であり、当クラブの定款とし

て、字句を入れねはならぬ項目が可成りあり

ます。1960年に当クラブが出した定款をみて

（当時と現在と手帳の定款を比較すると、大

きいことは変ってないが、字句は可成り変っ

ている）、これに書き入れるところがあるの

で、前の定款をみて書き入れていただけば有

難いと思います。

新しいノートの36頁には年次総会の欄があ

ります。年次総会を何月に開くかということ

が決められておりますが、当クラブの定款に

よると（言い伝えのようなことはやってきた

が）毎年3月に開催となっております。そし

て3月に次年度の理事を選挙すると書いてあ

ります。それから37ページの定例理事会は、

毎月第1火曜日に開催とし、最初の定款には

書いてあります。これもその罷遵法された理

事会の方が多かったと記憶しております。次

に第5条第1節の入会金については1万円と

し、入会承認に先立ち納入するということで

これは一寸文章は変っているが、同様のこと

がうたわっております。次の第2節会費は年　、一／

祈○○としというところは、現在は4万円で

きているが、これが次の例会でおねがい叶え

ば5万円とし、ということになるではないか

と思います。次に48頁、これは会員の推選の

ところですが、理事の反対票数が1票を超え

ないときとなっております。それでこれに1

をお入れねがいます。

以上のことについて最近気がつきましたの

で、よろしくねがいます。さてどうしてこの

ような財政になったかと申し上げますと、当

初70名位に会員増をみたのですが果たされず

収入減になったためであります。現在私が昨

年6月30日に引受けた会員数は63名でしたが

その後平田さんが8月、高橋さんが8月、辻

さんが12月、手塚林蔵さんが12月、林さんが

4月、粕川さんが4月退会されました。なお

新しく加入された方は高橋正太郎さん、早坂　ヽ伊／

徳治さん、佐々木さん、田中さん、佐藤順治

さん、市川さん、小松さんということで6名

退会して、7名ふえました。それで現在は64

名で引継が出来るようです。

そのようなことで、会員の実質増加が少か

ったのが収入増しの見込ちがいであります。

それから支出の分では、支出が非常にかか

ったということは、一つの考え方とすればそ

の委員会が非常に活発な活動をなされたとい

う解釈をしていただけば幸に存じます。会報
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の場合、当初見込みました予算よ　り約10万

円、これは印刷代（頁数増による）の増加が

ありました。それから親睦委員会、これは当

初やりました操り人形の8万、アイリンのご

両親がお出でになったときのバーチーの費用

や、鹿児島ロー一夕リークラブからお出でにな

ったときの費用などで、これも13万円位オー

バーしております。また情報委員会の方の関

係では、ロー一夕リー情報の為にロータリー問

答、ロータリー読本を購入したのですが、皆さ

んが買われるものと思い大分用意したのです

が、別にロータリー問答読本など読まなくと

も、ご存じの方が多かったためか、とにかく

余っております。これは金銭的には支出して

おりますが品物は残っております。これは新

しく会員になられた方には差上げることにし

ているので、無駄なこととは考えませんが、

この分が予算超過に影響しています。次にイ

ンターアクトへの補助、これもふえておりま

す。それから10年誌が今年度になってから出

来上り、これも当初計画しました印刷代に比

べ諸物価の値上りにより、10年誌特別予算よ

り5万円とちょっとはみでております。それ

を予備費から支出しております。

それからこれは大変喜ばしいことでしたが

年次大会で10年間皆出席の方が表彰されてお

ります。それの表彰式の費用は各クラブで支

出することになっておるので、これらの支出

も伴い予算増加の一因にもなっております。

そのようなことですが、繰越金として昨年私

が頂戴したときの35万余円が次期には18万円

しか繰越せないということになります。しか

も18万円の繰越をしたということは、（臨時

負担金の1名5千円計約30万円を加算しても

なお18万円しか残らなかったということは）

この礎で行くと次年度の予算は非常に圧迫さ

れた予算になるでないかと懸念されます。

来年度はインタMアクトクラブ大会、イン

ダーシチーフォラムの大会、これをどのよう

にされるかによって、或は臨時に支出しなけ

ればならぬこともあるではないかと推測され

ます。

なおスマイルボックスの面では、文化会館

が設立されて、それの負担が一寸かかったと

いうようなことがありました。ただ来年度は

温海クラブみたいなチャーターはなく、この

ために7万円と文化会館への支出はないと思

います。兎に角ゆとりのある決算でなく、き

つい繰越で次年度の当事者に対しては申訳な

いのですが、次年度も各委員会が活発なる活

動が出来るような予算が計上出来れば有難い

と存じます。

以上会長報告に対し、早坂（源）君、安藤君

張君より質疑意見の発表がありました。

次年度会長　三井賢二君

地区協議会に出席して

次年度の会費値上げのことよろしくねがい

ま。

さて一昨日山形西ロータリークラブがホス

トクラブになり、353区の地区協議会が挙行

されました。9時半開始でプログラムの順に

従い予定通りに進行しました。正面には次年

度のターゲット（目標）が掲げられました。

これを和訳するとや善意は貴下からはじま

るやと阜善意はまず貴下からやと2つになり

ます。それでどちらかに統一すべきでないか

という意見があって、阜善意は先ず貴方か

らやという風になりそうでした。これは自ら

進んでやる気を出してやろうという意味との

ことです。

次にインタ【シチーフオラムは、当クラブ

に当てられたことですが、11月14日（日）に

行なうことに決定しました。

次に地区の分割問題が喝にのぼっておりま



す。第352区と第353区の再編成のことですが　幹事報告

7月10日頃にガバナー会議があるとの事でそ

こで分割が検討されそうです。なお実施は来

年あたりでないかと云っておられました。

ガバナーの公式訪問は7月20日頃北の秋田

の方からはじまるとのことです。当クラブは

10月～11月と予想します。

ガバーの公式訪問の時の接待方法について

これもクラブ経費の節減に閑達しますが、ガ

バナーとしても各クラブがなるべく金を使う

ことをやめてくれとの希望のようでした。

ガバナ【公式訪問の時の例会は、出来るな

らば合同でやって欲しいとの要望がありまし

た。例えば鶴岡と鶴岡西の合同という　よう

に。

その他各委員会に対するアドバイスなどあ

りましたがこれは、当クラブのアッセソブリ

ーの際各委員長に申し上げることにします。

次年度幹事　高橋正太郎君

地区協議会に出席して

地区協議会の幹事部会に出て、2つばかり

おねがいもあったのでお伝えします。

先般当クラブにも配布された東京クラブの

50年誌でありますが、頒価2，000円にて全会

員から購入していただくようにと、会員の皆

様に要望するよう伝達を受けたので宜敷く願

います。

地区資金委員長のお話によれば負担金が値

上となります。交換学生費が300円から500円

になります。次に研究グループ交換費という

項目が出来て、これが500円になります。そ

うすると年間1名4，600円の負担となり、先

程事務局で調べたら1名当り700円の負担金

が増額になるようです。

会報到着

郡山RC、新庄RC、鶴岡西RC

例会変更

温海RC　6月28日（月）PM5・00～

滝乃匡旅館

余目RC　6月25日（金）PM6・00～

余目町中央公民館（親睦映写会）

最上RC　6月23日～6月25日（金）

PM5．00～　二葉食堂

上ノ山RC　6月25日（金）

PMO．30～PM4．00

よねや旅館→月岡ホテル

郡山RC　6月25日（金）PMl■00～

磐光／ミラダイス

（クラブ創立35周年記念式典）

なお前回の例会で安藤定助君からご提案が

あった、他よりの到着会報の閲覧のことは、

クラブ毎の綴りを各テーブルに配付すること

とし本日から実施しました。

ヽ一／
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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内⑳5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

concerned？

も隔りを取り除こうや

出席報告

本日の出席

欠　席　者　阿宗君、荒明君、長谷川（文）君

平田君、海束君、金野君、三

井（徹）君、斎藤（信）君、篠原君

富樫君

前回の出席　前回出席率　65．08％

修正出席数　　　54名

確定出席率　85．71％

メークアップ　阿部（襲）君、三浦君、嶺岸君
一山形RC

薮田君一米沢RC

新穂君椚酒田RC

五十嵐（伊）君、五十嵐（一）君

海東君、黒谷君、小花君、三

井（徹）君、中山君、富樫君
一鶴岡西RC

ビジター　奥村知介君一習志野RC

五十嵐正雄君一鶴岡西RC

バナー交換

習志野RC（奥村知介君持参）

スマイル

小池繁治君

会長の任務を無事終了したため

五十嵐正雄君（鶴岡西RC）

会長の任務を終了し、その間鶴岡クラ

ブの支援に感謝して。

会長からの要請

任期中最後の要請であり、かつもっとも大

切なことですが、というのは前回の例会でお

願いした会費のことで、来年度から従来の4

万円から5万円に値上させていただくことで

あります。何とか会員の皆さんからご賛同し

会
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ていただくようお願いします。

このことについて出席会員一同異議なく次

年度から5万円に会費値上げが決定しまし

た。

会長の挨拶

本日が私の任期中最後の例会に当り、この
一カ年の問会員の皆様から大へんお世話にな

りました。特に理事幹事はじめ会員の皆様に

厚くお礼を申し上げます。

当初会長をおおせつかったときに、己むを

得ず引受けざるを得なくなって引受けたとい

うことを、自分に言いきかせて決心を固めた

のであります。自分のことは自分が一番よく

わかっているので、クラブ全体をよく運営し

て行くという、そういった手腕もないし、か

つ自信もなく、皆様のご期待に添えるような

会長には絶対なり得ぬことで出発したのであ

ります。それでも、どうやら一年間任に就か

せていただいたことは、皆様の誠のロータリ

ー精神の友愛の賜で、いろいろと寛容してい

ただいた点もあり、いうなれば皆様の友情に

甘えて本年度最終例会にこぎつけたことを心

から感謝申し上げます。

唯ロータリーの例会のときは司会が主な任

務ですが、そのはか予想外にロータリークラ

ブ会長の名前で他の会合に出軒しなければな

らないことが、近頃非常に多くあったような

気がします。その場における言行が、ロータ

リークラブとしての言行になるので、何とな

く重苦しく感じられました。

不徳のいたすところで、外部の会合では、

ひや汗の出るような思いもありましたが、そ

のために鶴岡ロータリークラブのイメージが

アップしたか、ダウンしたかほ別としても、

責任を感じない訳ではなかったのでありま

す。ただその貢は私にあるので、会員の皆様

からは寛容お願い出来るとしても、自分とし

てほ大変な重荷に感じないわけには行かなか

ったのであります。

皆様の評価はさておき、私の一年間の経験

というものは、私にとって本当に賢沢な場をノ

与えられたというような感じがいたします。

プロフィットというのは金銭的な利益を云

うのかどうかわかりませんが、精神的な利益

もプロフィットとすれば、私にとってこの一

年間に、そのようなプロフィットを得たとす

れば、皆様に心から感謝申し上げなければな

らぬことです。

いやいやながら引受けてt感謝して退任す

るということに対し、心から御礼を申しとげ

ます。

顧みますと、最初の例会のときから種々の

事情があって家族会などにしたこともあり、

ま髭交歓学生であったアイリン嬢の御両親が

当地にお出でになったり、鹿児島西RCの方

々が親交を深めにお出でになったり　したこ

と。それから近隣クラブの温海、余目、遊佐

最上のチャーターナイトが夫々行われたなど

ということ。また当クラブが関係した高専の

イソクーアクトクラブのチャーターも今年に

やられるということもあり、加えて社界情勢

としても、この一年間選挙続きで、更に当市

としてほ文化会館、青年セ∴／クーの竣工落成

などがあって、クラブ内外を問わず、追いか

けられるように過ごした一カ年と感じられま

す。

本年度のターゲットであるブリッジ・ザ・

ギャップを、私自体が深く考えて行動したか九

ということになると何かすーっと過ぎてしま

った憾がして、大へん申し訳ないと思いま

す。

幸に、次の会良の三井さん、幹事の高橋さ

んという手腕あふれ経験豊かなコンビが出来

ますことでほっとしております。その方々達

＼、J



に／㌣トンタッチをすることは、ますます鶴岡

RCが発展することを約束されたも同然であ

って、私の任務もこれで終を告げたことにな

ります。

それから数10回になりますが、理事会を開

き、これに出席していただいた理事、役員の

方々とともに、私にとってほかけがえのない

上野幹事から行届いた才量をふるっていただ

き、事務的なことをすべてやっていただきま

した。その他会員の諸先輩には、いろいろと
＼J‘　御指導をいただき本当に有難く感謝申し上げ

る次第であります。

それから次年度の会長、幹事さんに対する

お願いですが、新しい会長、幹事さんは、何

も前年度のことを踏習しなければならぬとい

うことは何もないので、独自の考え方で一カ

年やっていただけばそれでいいではないかと

思いますのでよろしくおねがいします。

幹事挨拶

私にとって最後の幹事報告を行ないました

が、この一年を顧ますと、私としてほ労を惜

むというような気拝は全くないつもりであり

ます。然し才能がないというものは致し方の

ないもので、今考えてみると幹事がやるべき

′　　仕事をやらなかったり、或は、他の会員にや

J　　っていただいて平気でいたりしました。特に

会長さんには、その女房役になってバックア

ップしなければならぬのに最後まで手足纏い

になったようで、誠に申し訳なく存じます。

鶴岡西RC会長の挨拶

鶴岡西ロータリークラブが誕生してから5

代目の会長を勤めさせていただいておりま

す。特別代表の小花先生はじめ鶴岡ク．ラブの

方々の御援助のお蔭で、どうやら5カ年問を

経ました。会員の増強も意の腿にならなかっ

たのですが、最近30名近いところまで会員も

ふえたのも皆様の御協力のお蔭と感謝いたし

ます。

特に当クラブの小池会長とは中学の同級生

ということもあって、気易くいろいろと御援

助をお願いして、どうにか少人数クラブがポ

ロも出さずに済んだことはまことに幸に存じ

ます。いろいろおんぶして何とかやってきま

したので今後新会長になっても当クラブの新

会長、幹事さんともども御引立のほどをおね

がいいたします。有難うございました。

現会長らに捧げる感謝の言葉

早坂源四郎君

唯今斎藤栄作先生から、君一つ小池会長に

感謝の辞を申し上げるようにと、お申し付け

がありました。考えてみたら私と斎藤得四郎

さんが、指名委員の中から選ばれて代表にな

り、小池さんの家に口説きに行ったことを気

憶しております。あのときも小池会長に理屈

をならべたところで、頭はいいし私よりも勉

強しているので、とてもだめだということで

何を云ったかというと先程会長が云われるに

はプロフィ　ットということを盛んに言ったよ

うに思い出します。

この前の会合のときに酔はらって、プロフ

ィットは、私としては飽までも物質的に解釈

すべきであるということを力説しました。い

ま小池会長のお話を聴いてそれを修正いたし

ます。やはりこれは精神的に解釈すべきと思

います。その点はとにかく、幹事の上野さん

も謙遜した言葉を申されましたが、私はこれ

以上の名コンビはないと思っております。そ

れに会報委員に、SAAの方にも一年間大へ

んご苦労をお掛けしました。

小池会長は、非常に頭脳のクールな万で

す。私などほ少し昂害し易い性格の者ですが



小池さんはおそらく冷静にクラブの動向を、

右か左に察知してうまく運営され、昭和生れ

にしては出来すぎた大器だと思います。皆さ

んも同感のことと存じます。よく学びよく遊

ぶ優れた名会長でした。

さて、この次は更に三井名会長を迎えるこ

とになりました。当クラブの発展これに過ぎ

るものはないと思っております。

現会長はじめ大変ご苦労様でした。厚く感

謝申します。

ロータリー日本50年誌のことなど

高橋正太郎君

私から一言訂正申し上げたいと思います。

先週の例会で、（お手許の会報にも出ていま

すが）私の地区協議会に出席しての記事の中

に、東京ロータリークラブの50年誌云々と書

いてありますが、小池会長の方から忠告があ

りました。それは、ロータリー日本50年誌の

まちがいでなかろうかということでした。そ

の文章が前に入っているということでありま

す○私のノートによれば、まちがいないつも

りで東京50年誌と申し上げたのですが、そう

でなくロータリー日本50年誌のまちがいであ

るという風に訂正させていただきます。

なお既に7部ほど予約ず衣になっておりま

す。要点を簡単に申し上げますと、現在の日

本のロータリークラブ会員は約5万名ですか

ら、配本開始時には5万5千名、またその後

の増加会員の力の予備ならびにクラブ所在地

の図書館および学校への寄贈用を5，000部見

込んで合計6万部を印刷したとのことです。

それで、各クラブは会員数の1割増の部数

を註文していただくように御協力を求められ

ております。また限定印刷で再版はなさぬそ

うであります。

内容を紹介しますと、国際ロータリーにな

るまで、東京クラブ創立から国際ロータリー

離脱まで、日満ロータリー解散から終戦まで

終戦から復帰するまで、復帰から東京国際大

会まで、新しい波から万国博開催まで、とな

っており写真が120入っております。大きさ

はB5版です。約500頁あるようです。この

ことを訂正として申し上げます。

次に7月1日に新年度のクラブ協議会を開

きたいと思います。お手許の役員委員名簿の

理事各委員長の方は当日午後5時より、ここ

にお集り願います。御都合のつかない方は、

必ず委員の方一名の派遣をねがいます。会費

は1，500円です。よろしくねがいます。

幹事報告

会報到着

八戸RC、八戸東RC、会津坂下RC

5周月記念誌

岐阜長良川

例会変更

天童RC

象潟RC

山形RC

能代南RC

米沢RC

RCより

7／10（土）pM5．00

6／30（水）pM6．30

6／30（水）pM5．30

7／6（火）pM6．30

7／1以降例会場

米沢大沼デパート5階

年次大会案内

第369区10／23（土）10／24（日）

米子市公会堂

かく筆にあたって　　現会報委員長

満足に文章も書けず、ロータリーの知識に
乏しい者が、ご指命により過去1ヶ年の間拙
い会報を編集させていただきました。不敏に
して発言なきった万々のご意志が正確に表現
できなかったことも多かったと思い恐縮して
おります。

また、折角発言なきった方々のスピーチの
内容をダイジェストする能力に欠けるため、
だらだらの文章となり、徒に真数の超過をき
たしました。そのため多額の予算オーバーと
なり、会員各位に大へんなご迷惑をお掛けし
たことを心からお詫び申します。

、－、／
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