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重要文化財
旧西田川郡役所

○　出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　66名＿

出　　席　　数　　　　54名

出　　席　　率　　81・82％

前回の出席

前回出席率　　72．73％

修正出席数　　　　61名

確定出席率　　92．42％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、阿部（裏）君、板垣

君、吉野君、嶺岸君、三浦君、三井（賢）

君、小野寺君、菅君、斎藤（信）君、津田

君

メークアップ

薮田君一仙台RC

佐藤（忠）君一酒田RC

森田君、海東君、佐藤（衛）、嶺岸君、三井

（健）君、小野寺君、佐藤（昇）君、鈴木（善）

君、高橋（正）君、手塚君、富樫君一鶴岡西

RC

○ビジター

太田毅一君一鶴岡西RC

田宮長二君一温海RC

O点　　鐘　　　　　　　　安藤会長

○ロータリーソング「手に手つないで」

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

1・新年家族会に多数参加下さいまして有

難うございました。

去る22日開催の新年家族会にはご家族

共々86名の多数の参加をいただき、盛沢

山の素暗しく美味しいご馳走をつつき合

い乍ら大変和やかに楽しい一夜を過ごす

ことが出来ました。

特に設営に当って親睦活動委員長中江

君を陣頭に前夜夜行軍で秋田から新鮮な

魚を運び刺身を供せられたり、又大陪部

を動員して採算抜きのご馳走たっぷりの

折箱を調製される等、又笹原君は現物も

お値段も蔵から直送の破格のサービスを

供せられる等、本当に好意の数々を寄せ

られ、加えてNHK局長佐々木君を司会

団長に代わる代わるの司会で真に楽しい
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プログラムとなり、本当に楽しい心のこ

もった一夜を過ごすことが出来ました。

夫々ご努力下さった方々、並びに参加下

さった会員、ご家族皆様に深く感謝申し

上げます。

2．理事会決議事項について

ィ、クラブアッセソブリ【の件。

1月開催予定のクラブアッセソブリー

を来る2月5日（火）例会終了後引続き

この会場で開催します。

各委員長は必ず、又その他の会員も出来

るだけご出席下さい。協議事項は各委員

会活動の前半期の反省と後半期活動につ

いてですので予めご検討置き下さい。

ロ、インター・シティ・ゼネラル・パフォー

ラムの件。

地区のインター・シティ・ゼネラル・

フォーラムが来る2月24日（日）9・00～

15．00遊佐RC、ホストクラブで遊佐中

央公民館で開催されます。地区よりも出

席要請がありますので、夫々のテーマを

担当される別にお願いする義務出席の方

の外比較的近年入会の方々のご相席をお

願いいたします。

○幹事報告　　　　　　　　小松幹事

卜　認証状伝達式

ィ、岡山県児島東RC

と　き　4月21日（日）

ところ　倉敷市児島文化センター

登録料　8，000円　家族5，000円

ロ、東京港南RC

と　き　5月12日（日）

ところ　ホテルパシフイヅク（晶川駅

前）

登録料　8，000円

2．ガバナーノミニー事務所開設案内

ィ、所在地　福島市大町6－11

ロ、事務所　財団法人大原綜合病院内

へTEL O245（福島）－21－2850

0会員スピーチ　　　　　　山本正君

米国雑感

先頃私はアメリカのグリーンビルという

所で開かれましたATMEといわれており

ます国際繊維機械展示会を見学するために

渡米致しましたので、その時感じたいわば

米国雑感というようなことを少しお話し申

し上げたいと思います。

日本を出発しましたのは10月21日で途中

サンフランシスコ、ニコ＿・－ヨーク、ワシソ　　、‾ノ

トンへ立寄り現地時間で24日の夕方米国南

部のジョージヤ州のアトランタという所に

着きました。アトランタは南部の工業の中

心地で米国屈指の大都会です。小説ミ風と

共に去りぬもの舞台になった所だそうでご

ざいます。ここからチャーターしたバスで

3時間程走り、サウスカロライナ州のアン

ダーソンという田舎町に着きました。ここ

のホリディインというモーテルに1週間余

り滞在致しました。

申しおくれましたが私は伊藤忠繊維機械部

が編成しました見学団の一員として行きま

したので福井、石川の機屋さん14～15人と

その他の地区の機屋さん14～15人のA、B

2班から成る約30人余りのグループでござ

いました。余談ですがホリディインはCI

が提携して日本でも京都などにホテルを持　、■J

っております。

ここから毎朝貸切バスで30分～1時間かか

って会場でありますグリーンビルのテキス

タイルホールへ通ったわけでございます。

30分～1時間といいますのは、たまたまそ

この土地にくわしい運転手が来ますと30分

で行けますが不案内の運転手が来ますと大

廻りをしたりなどして1時間かかってしま

います。ハイウェーからクリーンビルへの

入口が沢山あるものですから市街へ入って



から先に時間がかかってしまいます。

さてこのATMEといいますのは4年毎

にここグリーンビルで開かれております。

ヨーロッパにもITMAというのかござい

まして、これも4年毎に各国持ち廻りで開

かれています。前回は昭和46年パリで行な

われております。ITMAが経営者向けの

デモンストレーション的な要素が多いのに

較べてATMEは工場長向けに実用的なも

のが多いといわれております。

我々としても今後の合理化の方向を見さだ

めるとか、業界自体の方向例えば織物より

ニットが増えそうだとか、そういうものを

勉強するのには大へん役に立つものでござ

いますし、又ここ10数年来布を作る技術と

いうものが合織の出現と共に世界的に飛躍

的に進歩しておりますが、この種のフェヤ

が大きく寄与していることは疑う余地があ

りません。毎回日本からは数千人の人々が

見学に訪れます。今回なども着いた日の夜

のテレビを見ておりますと大勢の日本人の

ためにグリーンビルの空港では、タクシー

は奪い合いであり周辺のホテルは満員であ

ると伝えておりました。

グリーンビルには公営の飛行場と民間の小

型機用の飛行場と2つあります。私達がア

トランタからバスを使ったのは乗換え時間

等を考慮して、その方が早いと判断したか

らです。

日本人に対する警戒心はかなり強く、周辺

の各工場は、この期間に渡米した日本人に

工場見学をさせないと連盟で決めたとかで

私達も当初予定していた見学先もいつしか

断わられました。

アメリカ東部の大都会は治安が悪く、特

にニューヨークでは気をつける様にと出発

前から沢山の人から注意を受けました。夜

は絶対に一人で歩かない様にとか強盗に会

った時の用意にポケットに少々のお金を入

れておいてやられたらそのお金を渡して素

早く逃げるのがよいとか大分色々きかされ

ました。たまたま手違いで当初予定してい

たホテルに泊れなくて、そこで世話をして

もらったホテルがいわゆるウェストサイド

でしたが商社の駐在員の人から、あそこは

昼でも一人で歩いてほいけませんよといわ

れました。

ニューヨークは南北にアべニコ．・－といわれ

る通りが、又東西にストリートといわれる

通りが碁盤の目の様に通っており、その中

を東北から南西へたすき掛けにブロードウ

ェイが通って大へん分り易い衛です。私の

様な言葉に不自由な者が、バスやタクシー

を使うより、各メーカーか商社の出張所を

訪問するのには歩いた方がずっと楽です。

10年前に訪米した時はよく歩き廻りました

が今度はとてもそれどころではありません

でした。ある商社では事務員のアメリカ人

のおじいさんが出勤途4㌧地下鉄の駅で両

側から黒人にはさまれて財布を強奪された

と言っておりました。又途中工場見学の時

ついて来てくれた女性の通訳の人は最近ニ

ューヨークの在国邦人の奥さんで3人も強

盗にあったという様な話をしていました。

隣りで何か起ろうと、かかわり合いになり

たくないので知らぬ振りをする人ばかりだ

といっておりました。黒人を大都会え集め

選挙を有利に進めるのが黒人の指導者の戦

術だといっている人もおりました。そうい

うことでニューヨークでもワシントンでも

黒人が増えておりますし、ロスアンゼルス

など黒人の市長になったところもいくつか

あるそうです。

大都会の治安の悪さに比べアンダーソン

の様な田舎は大へん落ちついた町です。ア

ンダーソンはサウスカロライナ州の小さな

町で高層建築物もなく原野の中に所々に集

落のある静かな町です。私達の泊った竜一



テルは主要地方道が2～3本行き交ってい

る所に出来た集落にありました。近くにガ

ソリソスタンドや食堂やマーケット、映画

館などありますがお酒を飲ます所は殆んど

ありません。私達の泊ったホリデイインは

アルコール類を出してくれますがビールか

せいぜいワインしかありません。夜になる

と毎晩いろいろのパーティがここの食堂で

行なわれており、楽団やバニーガールが来

る日もあります。パーティによりましては

我々が行っても入れてくれるものもありま

す。ここがこの辺の唯一の社交場という感

じでした。

行って間もなくの夕方、食後散歩に出ま

したら、後から出て来た外人の夫婦が駐車

場の自分の車の所迄行って、丁度我々がそ

こを通りかかりましたら阜お早ようやと声

をかけて釆ました。阜お早ようやでなしに

阜今晩わ皐と云うのだと教えてやりました

ら、あとで串で追いついて来て、ウインド

ウを下げて阜トーキョウから来たのかやと

尋ねますのでク大阪からだクと答えま　した

所、自分は板付に行ったことがある。そこ

にビッグボトイというのがあるから来ない

か、お金はいらないと言いまして小さな招

待券のようなものを出して我々の人数を書

入れサインをして渡してくれました。彼の

指さした方向をよく見ると大きなネオンで

ビッグボーイというのが見えましたのでた

めしに皆で行って見ました。行きましたら

スナック食堂の様なもので、彼は大変喜ん

で酒はないが何か食べるかと言いました。

もう満腹なのでミルクを欲しいと言いまし

たらジャンボサイズのコップに一杯のミル

クを持って釆ました。これを飲まなければ

いけないのかと思うとうんざりしました。

本人はうれしそうに我々に話しかけたり、

従業員に説明したりしていました。朝鮮戦

争で大きゅうに居たそうで今は自分はここ

の阜班長やだといっていました。後で方々

行って見て分りましたがビッグボーイとい

う店は方々にあり彼はここの店の責任者の

ようでした。自分の店が食堂であるにもか

かわらず夕食にお酒を飲むために奥さんと

ホテルに行ったのではないかと思います。

夜は退屈なものですから何か飯物か食べ

物でもと思ってマーケットへ買物に行きま

した。マーケットもビールとワインしかあ

りません。数人で店の中をうろうろしてい

ましたら赤ん坊をつれた若い2人連れの女

性から声をかけられました。フエヤを見に

来たのかというところまでは何とか分りま

したが、更にくわしいことを聞かれている

様ですが分りません。南部の英語はなまり

が強いのだそうですが、それでなくても分

らないのですからなまりのある英語など分

る筈がありません。残念ですがよく話せな

いと言いましたら、にこにこしただけで行

ってしまいました。買物を済ませて外え出

たら向うの万で先程の2人が車のトランク

を開けて買って来た物をつめ込んでいまし

た。我々の顔を見て手を上げて合図をして

別れて行きました。こんなことから田舎え

来ると皆親しみを感じるのだなあと思いま

した。

ここには広い道路をはさんで大きなマー

ケット群が2つありました。一方は生協や

主婦の店の様な感じの一般向けといいまし

ょうか、これは夜は早く閉ってしまいま

す。もう一方は高級品店とでもいいましょ

うか夜も8．00～9．00頃迄開いています。映

画館もあるものですから若い人達も大勢シ

ョッピングをしています。アイスクリーム

など買ってなめながら買物をしている娘さ

んもおり、私も仲間が買ってくれと言いま

すので売子に言いましたら、どれが欲しい

のかと言います。気がついて見るとショー

ウインドの中にいろいろの色のアイスクリ



ームが並んでいます。適当に「これ」と言

いましたら阜オーバナナ、これは大変おい

しいやお世辞を言っておりました。

マーケットの前は数千坪位の駐車場にな

っています。10月30日の夜はお祭りの様な

ものがここの広場であって夜おそく迄ダン

スに興していたそうです。私は生憎当日単

独で工場見学の為バージニヤ州え出かけて

おりまして見ることが出来ませんでした

が、仲間の人たちの中では一緒にダンスを

した人もあった様です。誰かがアメリカで

は田舎を知らなければ本当のアメリカ人は

分らないと言っていましたが、この様な一

面にその意味があるのかと思います。

アメリカで意外に思ったのは物価が思い

の外安いということです。1ドルは約300円

ですが大体100円位の感じで買物が出来ま

す。食事は特に安いという感じで、お昼に

3ドルの食事をしますと私の様な小食の者

では半分も食べられません。日本の駅弁の

300円とは量において比較になりません。

給料は繊維産業の従業員は安い万ですが、

時給3ドル位、1日8時間で3交替、土曜

日は割増賃金を貰いますが、週48時間働い

ています。退職金や寮の設備などありませ

んから、実際に出来てくる織維製品は日本

のものより安いと思います。その道の専問

家にも当然言われましたが、我々実感とし

て輸出はこれからは大変だなあと思いまし

た。

土地でも非常に安く、バージニヤで工場

用地が1ェーカ1，000ドル～5，000ドル坪に

して200円～1，000円位、グリーンビルの辺

りでは50円だそうで、少し（10ェーカ程）

買いませんかと冗談を言われました。ガソ

リンもガソリンスタンドに出ている値段が

1ガロンハイオクタンで40セント内外、1

ゼ20～25円位です。暮し易い国だという感

じがしました。

物が沢山あるから無駄に使うかというと

そうでもない様です。私1人で1晩ワシン

トンから一寸離れた工場を見に行きまして

夜遅く飛行機でグリーンビル迄帰って来ま

した。グリーンビルからアンダーソン迄は

タクシーで大体1時間30分位かかりますが

タクシーで帰るべく串をさがしておりまし

たら「どこえ行くのか」と聞かれましたの

で「アンダーソ迄」と言いましたら一寸待

ってくれと言われ暫く待っておりますと「

この串に乗れ」と教えて呉れました。車に

乗りましたら先客が2人乗っておりまし
・た。私の他にもう1人乗ったら（助手席に

1人、後席に3人）やっと動き出しまして

行く先々でお客を降し、私は一番違いもの

ですから一番最にアンダーソンに帰って来

ました。日本でなら何処へ行くにも又一人

でも動かして呉れますけれども向うでは同

一方向に行くお客さんは全部乗せて一回で

運ぶという様に合理的な節約をしていると

いう風な感じがしました。

時間もありませんので又何れ時間があり

ましたらお話を続けたいと思いますけれど

も、帰りはボストン、ナイヤガラの方を廻

ってロスアンゼルス、ハワイに立寄り帰っ

て釆ました。まあ一番感じた事はアメリカ

という国は思ったより物が安い国だなあと

思い私達がこれから競争して行く為には随

分大変だなあと感じました。大変簡単で

すけれどもこれで終ります。ご静聴有難う

ございました。

○次に会員スピーチとして斎藤得四郎君が登

壇され私共中年からの健康管理について其

の必要性を述べられ、現在本町2丁目に開

設しております「トレーニング、ルーム熊

久」については運動不足解消、乗客と健



康、体力診断等々に関連しご自分の体験を

通し種々有益なお話がありました。

（入会御案内は別紙配布）

○ロータリー情報委員会示説板

大川喜一君

張　　紹淵君

山本隆男君

1．一般質問

42　国際ロータリーの財政はどう賄われ

ていますか？

国際ロータリーの主な財源は加盟クラ■

プの人頭分担金（各正会員、シニア、

アクチブ及びバスト・サービス会員1

名毎に半ヶ年4ドル納入）；新加盟ク

ラブの加盟金；ロータリアン誌及びレ

ビスタロータリアンの購読料と広告

料、及び投資に対する利子でありま

す。

2．一般質問

43　国際ロータリーの立法機関は何です

か？

国際ロータリー細則第9条に規定され

ているように、全世界のロータリーク

ラブの代議員から成る規定審議会で

す。

3．一般質の

問44　国際大会開催都市所在地について
一定の原則がありますか？

あります。

1964年（トロント）大会で採択された

決議により、1970年の年次大会からは

連続3年以上同一国で開催してはなら

ないことになりました。

新年家族会のスナップ写真

中江親睦活動委員長の開会の挨拶

挨拶にききいる閉塞直前のひととき

アルコールも大分はいりサァー

「手に手つないで」


