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23期鶴岡ロータリークラブ会長就任挨拶

新　穂　光一郎

新穂光一郎君

もしロータリークラブ

に会長らしさの顔がある

とすれば私は最も似つか
わしくないタイプだと思

います。

謹勉で実直な前会長、
多才で博識なロータリー

通のエレクトの間では尚

更です。元来私は、斜に構

ヽ一一一

えて傍観者であり、今一

歩その中にのめり込めない、どこか冷えた活動を

続け、ただ長い間無為徒食に今日を迎えたような
もので、完全なロータリー信奉者にも、或いは超

我の奉仕者にもなり切れません。しかし引受けた

以上l）o my dutyあるのみです。

次年度はご承知のようにわがクラブからガバ
ナーを送り出す大切な年度ですし、今年度はその

為のレール敷設という大問題を抱えておりますの
で、それが全てと認識しております。

友情も親睦もその活動の中からごく自然に育っ
て行くものだと思いますし、教条的な観念論、書郎

式主義であることを排し、原則を大事にしながら
も柔軟で、我々にふさわしい独自性を求め、各自
の自由な裁量を尊重し試行錯誤を繰り返しつつ一

年間の活動を行いたいと思います。
「制多ければ危し」（春秋左氏伝）と云う言葉

の重さをもう一度かみしめて見る必要がありそう

です。

会長として今後の活動にはやはり4つのテスト

を下敷きにして活動致したいと存じております

が、私なりに解釈させて頂ければ、余り難しく考

えずこんな具合に考えてみました。

1．真実かどうか　…‥・嘘をつかない。建前を
云わず本音で。

2．みんなに公平か……ものにのめり込まず、

公平で第三者的なクールな眼をもって活
動する。

3．好意と友情を深めるか・‥‥・簡単に云えは仲
よく、何でも話し合える関係をつくる。

4．みんなの為になるかどうか……まず為にな

ることを考える以前に、迷惑をかけない

事が大切。
この辺迄ですと、言行を照し合わせ実行出来そ

うな気がしますし、又今更声を大にして云わずと
も日本ロータリアンの実生活の中で生き続けて来

ているものと思います。

今年度の行動要請は「ロータリーを通じて、世

界理解と平和を」と云う言葉を選んでいるようで
す。世界理解は何とかそれに情熱をもって行う事
も出来そうですが、平和（人類の永遠の願いであ
り、テーマでもある）に役立つ具体的実践法があ
るのかと少々考え悩みました。ただR．Ⅰ会長の
スタンレーE．マッキャフリーは奉仕への努力を

拡大する事は情熱をもってそれを行えば、幸いな
事にこれは感染しやすい性質をもっていると解い
ています。そしてそれに関するプログラムも具体

的に明示してありますので、こうした基本的目標
を胸に抱きながらロ←－タリーの国際性を強調して

参りたいと存じます。

従って、今年度重点目標として次の各項を設定
致します。

□　次年度はガバナーのホストクラブでありま

すので、その為に決定された行事を誠実に実
行し、ノミニ【への協力態勢を整える。

□　R．Ⅰ会長のテーマに基づき国際理解を促
し、少しでも平和の理想は近づけるよう努む
べきですが、国際問題に関心を持ち外国語

（特に英語）をもっと身近かな存在にしたい。

□　とかく我々ロータリアンは時事社会問題に

関して殊更消極的なようにも思えますが、時
の話題を積極的に掃え、その中でロータリア
ンの於かれた立場と地域との繁りを再確認し

たい。

ロ　もとよりロータリーは友情と親睦が基本で

すので、定款・細則に反しない事を前提とし
クラブ活動の中でより友情を深め、自由で活

力ある楽しい一年にしたい。
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幹事就任挨拶　　　　藤川享胤君

先ずもって前幹事・佐藤衛さん一年間ご苦労様
でした。

私がロータリーで一番素晴らしいと思えること

は年令の差を乗りこえて友情を深め得ることが出

来るということです。しかしこの友情を深める為
には、ある時には”本音’’で話し合う部分が必要

になってくるわけです。ところが色んな業種のし

かも第一線で活躍なさっている皆さんが一堂に会

しますと、ともすると　ttたてまえ”の部分のつき

合いが非常に多くなる訳であります。　ところが
ロータリーでいう友情ということを考えます時に
tt本音”のつき合いということは不可欠になって

くる訳でございます。ところがtt本音’’の部分が

多くなってまいりますと、ともすると、意見の達
いとか、こだわりとか誤解とかが出てくる訳でご

ざいます。
しかし私はロータリーを一つのファミリーと考

えます時に、前述した意見の違いとか誤解とかは

当然出てくるものでして、そういうものを乗りこ

えたところに本当の友情とか、会員相互の其の絆
が出来てくると確信するのであります。

私は、この一年間微力ながら吾クラブに、会員

同志が出来得る限り本音で話し合える、本音でつ

きあえる、そういう雰囲気をつくりだすよう努力

していきたいと考えております。そのことが会長

をサイドからバックアップする幹事の大事な仕事

であると確信いたします。

私の好きな歌にこんな歌がございます。
tt憂きことの　尚この上に積もれかし、かぎりあ

る身の力ためさん”今まさにこんな心境でござ

います。どうぞこの一年間、これまで以上のご指

導、ご鞭撞、そして慈悲容納を切にお願いする次
第でございます。

最後になりましたが山下さんには人一倍お世話に

なることでありましょう。絶大なるご協力をお願
いする次第であります。

新しいロータリー年度をむかえて

会員・ガバナーノミニー　石黒慶之助

私共は新しい年度を迎え、頭脳明噺でロータ
リー歴18年の経験豊かな新穂光一郎さんを会長

に、また海外の事情に詳しい最年少の新進気鋭の

藤川享胤さんを幹事にする歴代会長・幹事の中で
最も発刺たる会長・幹事を頂くことができまし
た。わがクラブの秀才コンビの運営に大きな期待

を持つものであり、スタ∵／レーE．マッキャフ

リーR．Ⅰ会長の　ロータリーを通じて世界理解

と平和を”のテーマに奉仕されるに久わしい方々

であると考えます。心からその門出を祝福申し上

げます。

今年度は当クラブにとって非常に大切な年度で

あり、お二人の一挙手一投足が大きな反響を及ぼ

すほど皆さんが過敏になって来る難しい時期であ
りましょう。会員の親睦と分区内各クラブとの融

和が最も重要な課題であろうかと思います。伸び
んとする時は先ず屈することと心がまえがはしい

と思うのです。最近どこのクラブも脱落者が多く

困っております。日本でも平均4％は毎年脱会し
ますので会員増強には特段とお力添え願います。

年度初めに執行者に注文を申し上げ大変失礼と
思いましたが、歴代会長・幹事の中で最も優秀な
コンビとなられますことを期待申し上げる私の心

情をご賢察願います。
扱て私がガバナーノミニー候補のご指名を受

け、既に1年半月を経過しました。初めは随分悩
みましたが現在は迷うことなく、来るべき年度の

準備に取り組んでおります。
1名のガバナーを出すためには、ホストクラブ

の物心両面の負担は大変なものです。本当にご迷

惑をおかけいたします。私は皆様の暖かい友情と
絶大なご支援に心から感謝しながら勇気をふるい
おこし驚馬に鞭打って重責を全うしたいと考えて

おります。

私共の年度の予定行事として、（1）今年12月中旬
にはガバナーノミニー事務所をささやかな私の医

院内に開設、（2）明年4月24日（土）Ⅰ．C．M、（3）

6月20日（日）地区協議会、（4）7月3日（土）地

区委員会総会、（5）10月2日（土）～3日（日）地区

年次大会などを予定しております。
ホストR．Cの皆様には、これらの会合の準備

委員或いは実行委員として、全会員が役職の指名
を受け絶大なご支援を願うこととなりましょう。

ガバナー一人では何も出来ません。皆様の絶大な
バックアップを心からお願い申し上げます。何卒

宜敷く願います。

私共の年度の地区関係の役員としての予定者を

発表させて頂きます。現在は骨組みだけであり、
今後決定次第発表させて頂きます。（敬称略）

地　区　幹　事　小松広穂
地区副幹事　嶺岸光吉・市川輝雄・板垣

俊次
地区資金委員長　三井賢二
地区会計長　上野三郎
地区協議会準備委員長　小池繁治
地区大会委員長　三井　徹
地区大会幹事　佐藤　忠
地区大会副幹事　小池繁治・新穂光一郎・市川



鶴岡ロータリ

輝雄

以上でありますが、大会副委員長、地区会計監査
及び分区代理の予定者も近く内定すると考えま
す。

理　事　会　　　　－7月例会－

J

第1回　開　催　日　時昭和56年7月7日　11時

開催場所　産業会館　4階　会議室
出席者氏名　新穂光一郎君　中江　亮君

内山喜一君　藤川享胤君
高岸三雄君　川村徳男君
佐藤順治君　嶺岸光書君

議　事

1．市長、酒井忠明氏名誉会員に就任

2．定款・細則の変更

第2条第1節
本クラブ区域限界は次の通りとする。行政
地域が鶴岡市内及び近隣の農村地域を含
む。

細則　第1条第2案
投票の過半数を得た5名の理事を4名に削
減

細則　第5条2節
年会費は年額13万円とする。

細則　第8条4節D
Pトークリーの友を会員の愛読書に加える。

3・職業分類に博物館という項目を加える。

承認。
4・新入会員の所属委員会

若生恒吉さん　S．A．A

（出席委員会）

富樫長吉委員長
年間皆出席

16年間皆出席　鈴木弥一郎君
12年間皆出席　小野寺　活君
10年間皆出席
9年間皆出席
5年間皆出席
2年間皆出席

穂君

6月140％出席　　2名

張君、早坂（源）君
6月120％出席　　6名

石黒君、板垣（俊）君、川村君、小松君、新穂
君、内山君

6月100％出席　　44名

阿蘇席、池田（弘）君、藤川君、飯自君、今野
君、石川君、佐藤（陸）君、市川君、風間君、黒
谷君、小池君、三浦君、三井（徹）君、三井（賢）君
三井（健）君、嶺岸君、村井君、迎田君、本山君
森田君、中江（亮）君、中野君、庄司君、中江
（哲）君、小野寺君、斎藤（栄）君、斎藤（得）君、

‡星回＿例会　会報

佐藤（忠）君、佐藤（順）君、佐藤（衛）君、佐藤

（友）君、横田君、菅原君、菅君、鈴木（善）君、
鈴木（弥）君、石塚君、高橋（艮）君、丹下君、手
塚君、富樫君、上野君、山口君、吉野君

親　睦　活　動

中江亮委員長

7月会員誕生　黒谷正夫君、嶺岸光吉君、森田

清治君、中江亮君、佐藤順治君
横田庄司君

7月奥様誕生　張秀子様、飯自安江様、小池英

様、諸橋靖子様、中野ふみ子様
中村静子様、佐藤清子様（忠）様

富樫貞様

新会員紹介

若生恒吉君　　事昨年卒業してはっとする

所属S・A・A　　間もなく、ロータリー入会

と云うことで私自身不安と期待で落ち着かないの
が現状です。しかし初めての例会に出席させて戴

き大変感無量のものを感じて釆ました○

私はロークリ【とは何か、又ロータリアンは何

をなすべきかも全然知識もなく入会させて貰った

訳ですので、これからは一日も早くロ←一夕リーに

馴染みロータリー綱領に恥じないよう努力するも
のであります。会員皆々様の暖かいご指導とご鞭

蛙を心よりお願いする者であります。
ロ←一タリーは年代は多少違いはありますが、そ

れはそれなりに尊い人生経験の持っている方々

と友人になれることに期待して入会して来まし

た。あらためて「四つのテスト」に挑戦してみた

いと思いますので今後よろしくお願い申し上げま

す。

〔若生恒吉氏略歴〕

昭和15年3月21日　　誕　生

昭和34年3月　　　　庄内農業高校卒

昭和34年4月　　　　東北量水器入社

昭和56年7月　　　　現在同社鶴岡営業所長

趣味　船釣、マージャン

入会にあたり

若生慎吾君

今度伝統と名門の鶴岡
ロータリークラブに入会を

認めて戴き光栄と存じてお
ります。

12年間の青年会議所を無

広
清
寿

松
田
川
山

小
森
石
本

君
君
君

治
男
弥
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Memberも �Now 

新穂光一郎君

珍らしく天気のいい暑い一日だ。この処体調を

崩しベッドに親しむ日が多いので、小人閑居して
なす類のものかもしれんが、「1971年8月5日」

をフト思い出した。

他人には何ともない年号月日なのだが、この日
は私の当時6才の娘が、約4時間日本海に漂流
し、日没直後奇蹟的に救助された日である。

私には丁度10年前の暑く長い一日が、今でも鮮

明な映像のヴィデオのように去来する。テーク、

オフ、15才現在高校1年の娘よ、大きく広いこの

世をうまく漂泊してくれるのか？

酔眼腰願とした私を、斜めに見ながら今朝も屈
託のない顔で学校へ行っている。

第1114回例会　会報

隠し味の妙味

藤川享胤君

私共の本山であります福井
県の永平寺の門前ですりこぎ
の形をした名物のすりこぎ羊

かんを売ってございます。そ

の羊かんの包み紙にtt身を削

－′′一、・’ヽ一日㌧′ヽト再一′ヽ‖、、一一′′い、ヽ■■一′．、へ、、■′′ノ■ィ＝ヽノ′．．・、、■′仁′ヽ、、L′ノ舛一．1－ヽ－′・‥　、1㌧．′ヽ

（例会メ　モ‾〕
0前年度決算報告　金沢春雄会計理事

（活動報告書に記載します）
0前年度会長・幹事さんに記念バッチ贈呈

。今年度会長・副会長・幹事・理事全員強制スマ

イル

幹　事　報　告

1．　ロータリーの友英語版申し込み山下さんへ

1年間1，000円　年2回

2．商工会議所会員大会への招待状　7月24日

3．本山弥さんより会葬お礼

7月23日　P。M6：30

第1回会長・幹事会

（委員会報告〕
川村社会奉仕委員長

内川清掃予定通り終わりました。少しはきれい
になったように思います。

⊂誓、＿＿ジタ＿三）

鶴岡西R．C

瀬尾助三郎君　自動車教習所
佐藤成生君　金　特　販　売
阿部光男君　塗　　　　装
野　口　弥君　内　　　　装
足達一見君　能　率　業　務

り人につくさんすりこぎの、

その味知れる人ぞ尊し”という道歌が書いてござ
います。私は永平寺に行くたびにこの道歌をみて

気拝を引きしめられるのです。人に見えない部分
での努力の尊さ、つまり料理でいう隠し味の素晴

らしさ、妙味をうたいあげた歌なんです。
しかもその決っして表に出ない尊さをしっかり

と味わえる人になってほしいという願いをこめな

がら。奉仕の世界でも同じだと思うんです。スタ
ンドプレー的な目立つ奉仕よりほ、目に見えない

ところで地道にやり続ける奉仕、つまり隠し味的

な奉仕こそロト一夕リーの「奉仕の理想」ではなか

ろうかと思っておるんです。皆様は如何お考えで

すか？　合掌。
一′㌧・、、■ヽ一■′り、し、J・り′ヽ・、、■・一′′‥ヽ一r′・′、い巨㍉′、J・ヽノ′Hlヽ一・．、一．ハノーノ．、、・ヽノ・・′．、・

プログラム委員会より 

7月14日（本日）　プログラム

五大奉仕部門の報告

7月21日（次週）　プログラム

0韓国を旅して

元家政高校長　加藤　豊氏
■′、、一■㌧＝一ヽlリノ＝′ヽ日、l■－′一‥、ヽ－1㌧．へし、り一ノ■∫、、■■ノー′し、ヽ＿　㌧．′■ヽ．、－■ノ′′

7月（ふみ月）の暦

7月1日　月山山開き　ロータリー年度更新
2日　半夏生
6日　朝日達峯山開き
7日　小暑　七夕　ロータリー第1週例会
10日　鼠ヶ関　海水浴場開き
15日　湯之浜・由良海水浴場開き
16日　ぽん送り水

17日　112号線　鶴岡・山形間開通
20日　土用丑の日
22日　小学校夏季休暇入り
23日　大暑
24日　中学校夏季休暇入り
27日　鶴岡市役所新庁舎で業務開始
28日　鶴岡ロータリークラブクラブ・協議

会　4時30分
31日　インターアクト年次大会

（福島県青少年会館）
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会長新穂光一郎幹事藤川享胤副会長・ク＿ヲプ奉仕内山喜一職業奉仕高岸三雄社会奉仕川村徳男国際奉仕斎藤利男青少年奉仕佐藤順治

出席報告：会員70名　出席63名　出席率90．00％　メーク出席97．71名　修正出席63名　確定出席率91．誹％
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23期五大奉仕吾肝ヨ行動要旨（郡山地区協議会に参加して）

クラブ奉仕部門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内山喜一理事

クラブ奉仕は、何といっても会の基本であり、親睦と友情で会員相互が結ばれ協力して会

長を補佐し、会の円滑な運営を計るべきと考えます。郡山で行われました地区協議会でクラ
ブ奉仕部門のアンケートをとった所が、第1に会員増強、第2に出席状況、第3にプログラ
ムという事で、どの会でも悩みは同じと考えた次第であります。

各委員会それなりに運営上の悩みがあろうかと思いますが、アイデアと特長をフルに生か
して、石黒ガバナー誕生の前年としての務めを計って参りたいと思います。

社会奉仕部門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川村徳男理事
社会奉仕委員長という大役を仰せ付かりましたが、精一杯、頑張って参りたいと思いま

す0社会奉仕活動というと大変に巾が広く難かしいと思いますが、地区協議会に於いで色々
と示唆を受け、ロータリーの社会奉仕というのはお金をかけるのではなく精神的な面で効果
を上げて行くべきという話がありました。今年私が計画して居る事に市庁舎の完成に伴い、

何か市民の為になるものをと考えて居ります。その外、金のかからないもので精神的な面で
市民の共感を得られるものも考えて行きたいものです。詳－しくは活動計画書にゆずりたいと

思います。

職業奉仕部門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高岸三雄理事
過日、郡山での地区協議会で職業奉仕部門に参加致しました。席上佐藤バストガバナーか

ら「奉仕とは思いやりである、他人がして欲しい事をする事だ」叉、職業奉仕にはロータリ
アン個人々々の奉仕が主体になるべきで極めで日常的な事であると話があり、肩の荷が軽く

なったように思いました。話の中で4つのテストに触れ、初めの文字tt真”ttみ，＝t好，Htみ”

をとって、4つのテストをしみ込ませるという話、4つのテストの由来等、参考になる話が

ありました。活動計画書を作る前に聞いていたら、内容的にもっと異なったものをと悔まれ
ます。前任者は立派でしたが、それに負けない活動をしたいと考えて居ります。

国際奉仕部門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斎藤利男理事
私はロータリー歴2年、それもS．A．Aでしたので、国際奉仕と云われてもかなり戸惑い

があります。ただ専門の各委員長さんの経歴と実力から考えて大変素晴らしい先輩諸兄に恵
まれた事は心強く、この一年間進んで参りたいと思います。

国際奉仕そのものは、今年のターゲットにもあるように、世界に向かって全員が幸せにな

るようにして行こうというもので会員全員の協力を得たいと思いますし、又個人のレベルで
の国際奉仕という事もあるわけで、色々考えて行こうと思っで居ります。鶴岡にもロータリ
ーにもまだまだ疎い老ですので、皆様方のご協力とご支援を得たい思って居ります。

青少年奉仕部門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤順治理事
私は青少年関係を受け持って今年で4年目です。青少年委員会は中学・高校の英語弁論大

会、去年は参加人員が少なく取り止めた少年の宿泊訓練は是非実行して頂きたい。イン
ターアクトも例会出席の奨励と会員増強を計っで貰いたいのですが、先生方との密接な連絡

が鍵かと思います。ローターアクトもtt奉仕に熱心な青年グループの育成’’は大変よい事と思

います。以上青少年関連各委員会の計画等申し上げましたが、皆様方のご友情とご協力が成

功の鍵でありますのでよろしくお願い申し上げます。

圧出し　望　妾　宅　慧試　し・ニ　主r：



私とロータリー

阿　蘇　司　朗

ロータリーに入っで2年。正直い

って、自分とメンバーとの差を時々

感じます。メンバーの中には多くの

知識をもっておられ、多くの経験を

経て来られた方々が随分おられます。そんな人々

の中で自己啓発をしてゆこうとすると時々重い圧

力らしいものを感じてしまします。自分が甘いの

かも知れません。未熟の人間が熟達の人間に一歩

でも近づくことが出来るように、日々是自分との

闘いであり、一生は勉強であるという気拝です。

雑　　　感

秋　野　　　忠

若い人にロータリーへ入会を進め
ると、必ず例会は月何回かと聞かれ
ます。月4回とおしえると、多くて

大変ですね、と返ってきます。世界
のクラブがそうなのかも知れませんが、日本の、

又、鶴岡のR．Cの例会が月4回でなく、3回で

も、2回でも土地の実情に即ち、例会の内容の如
何によって回数を、へらす事が出来たら、新人が
もっと沢山入会するのではないでしょうか。鶴岡

R．Cでは、今年多くの入会を望んでいると聞く

に及んで、ふっと思いました。

例会の数と内容を……。

〔面会メ　モ‾〕

○会長、フランス留学生事件にあらわれた国民性
の違いに興味を持つ、とスピーチ

○鶴岡西クラブ今年度会長菅沢久弥君挨拶
○温海クラブ今年12年度会長斎藤作兵衛君、幹事

近野金一君の挨拶がありました。

○今年度予算収支の報告会計理事渡辺利夫君、全
会員拍手で承認されました。
（年次計画書に記載されます）

○交換学生ジェームス君のスピーチ（かなり日本

語らしくなって来ました。頑張ってます）

幹　事　報　告

OR．1会長スタンレーE．マッキャフリー氏から
メッセージが届いております。

○内川を美しくする会より先般の協力にお礼状が
来ました。川村さんご苦労様でした。

○前原勝樹さん（桐生クラブ）の著作「ロータ
リー入門書」の申し込みは山下さんまで

○酒田R．C7月22日例会場で大官流通団地流通
センター会議室に変更、12：30分から

ビ　ジ　タ　ー

佐藤成生君（鶴西）　斎藤作兵衛君（温海）
菅沢久弥君（〝）　斎藤三郎八君（〟）
長南服毒君（〟）　今野金一君（〟）
本間文一君（〟）　本間　毅君（〟）
斎藤吉雄君（〟）

新会員紹介

入会にあたり

早坂重雄君

昨年4月鶴岡に転勤となり、今年
6月まで酒田東クラブの会員とし

て、この1年3ケ月間に当クラブへ

26回メーク。叉職業を通じまして多くの会員から
ご友情を賜わりました。おかげにて東北地区127

店舗中、第2位、山形県下第1位の鶴岡支部に成
長しました。厚くお礼申し上げます。

昭和42年35才にてロータリアンとしてスタート

し早や14年を経過しました今後は伝統と名門の鶴

岡クラブの会員として、基本を大切にし15年目の

皆出席を目標に自覚と誇りをもって奉仕に行動す
べく決意しておりますので更なるご指導をお願い

申し上げます。
昭和28年　　　日本生命仙台支社入社

昭和52年4月　酒田支部

昭和55年4月　鶴岡支部
推進部長兼鶴岡支部長

昭和42年　　　第252地区
築館R．C入会
塩釜R．C入会
原町R．C入会
二本松R．C入会

昭和52年4月　酒田東R．C入会

昭和56年7月　鶴岡R．Cへ

趣　味　ゴルフ・釣り

住　所　鶴岡市鳥居町6－10

◎本日7月21日　　　　韓国を族して　　　　　　　元家政高校長　加　藤　　豊氏

◎次回7月28日　　　　第二次随時行政調査会の中間報告を受けて，加藤紘一代議士
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全長新穂光一郎　幹事藤川享胤　副会長・クラブ奉仕内山喜一　鞍業奉仕高岸三雄　社会奉仕川村虎男　国際奉仕斎藤利男　青少年奉仕佐藤順治

出席報告：会員70名　出席59名　二出席率‾84．29 ％　南画出席率90．06％　修正出席66名　確定出席率9429％

韓　国　を　旅　し　て

ノ己家政高校艮　加　藤　　量　さん

加藤さんは韓国に生れ、23年間、韓国で
′ヒ活した。御両親の墓も北朝鮮にあり今年

2回、菩提供養の為、韓国を旅して来た印

象を話して貰った。

は　じめに

今年4月、朝鮮南北の唯一の接点である板門店に行くツアーに参加し、高良浦周辺を旅して来ました。

高良浦は朝鮮動乱の時、国連軍と中共軍の最後の激戦地で、今は何も残って居りませんでした。私は日本

統治時代、使用禁止になったハングルと韓国語を話す事が出来ますので至る処で感激され、友好の手段と

なりました。そして、中学・高校生を初め、各層の人々と話した印象を断片的に話してみたいと思いま

す。

韓国人と日本人は相互不信感を持っている

韓国は、かって他国を侵略した歴史がなく、常々被害者の立場にありました。日本との関係にしても、

韓国は中国文化の伝承者として、日本文化の発展に多大の貢献を為しましたが、戦中日本内地に連れてこ

られた朝鮮肉体労働者に対する嫌悪感と支配者としての先入観を持つ日本人に、深い不信感を持ち、韓国

文化の破壊者としてのイメージが強いのですが、韓国の多くの知識層たちは隣国としての日韓相互協力は

重要な課題であるとの認識を持って日本研究も進み、理解者も多いのです。吾々としても、近くて遠い国

にならないようにもっと朝鮮の現状に理解と協力を持つべきと考えます。

朝鮮の若い世代は日本よりも国を守る意識が強い

長波里という処の中学校は、いざという時、要塞代わりなるような鉄筋コンクリートの校舎でした。中

学生は日本の中学生と比較して、総じて身体は小さいのですが、明るく屈託がなく、目ははっきり正面を

みつめているという印象でして、身体ばかり大きく、精神的に劣り、目は濁り下を見て歩く日本の中高生

とは対象的でした。これは私見ですが、日本では中高校生に対して、権利、人権を主とした教育であり、

国家、社会、家庭での義務と役割を植えつける努力に欠けている為に非行化の原因があるように思いま

す。

国全体にアメリカナイズする傾向がみられる

若い世代は、自由志向型の人間が多く、首都ソウルでは、キリスト教徒の増加が著しく、日曜日の地下

アーケード街は灯の消えたようになります。キリスト教徒の増加と共に軍部支配への反感が顕在化する傾

向にあります。また、高級エリート官僚はアメリカの大学出身者に占められるようであり、中央政庁のア

メリカナイズは進んで居り、日本との距離は遠くなって行くように思えます。

金大中事件に就いては過去の事として沈黙して居りますが、私には三国対立の七世紀の歴史を見る思い

がします。百済と新羅の対立は全羅道と慶尚道の対立に読みかえられます。金大中氏は全尾道であり、朴

正照、全斗膜など軍部出身者は慶尚道であります。政局が不安定となれば、そうした感情の対立の再燃も

あり得るように思えます。

圧㍉質巨に∴窯∴窪仁を塵■諜　■



選　挙　と　私

板垣広志君

私は選挙運動をすることが好きで
す。自分が立候補するのは性に合わ

ず、又そんな器ではないことは知っ

て居ります。それなのに何故選挙運

動が好きかと申しますとその選挙戦を通じて、人

間の姿を見ることが出来るからです。一生懸命に

働きながらその努力が認られず苦しんでいる生き
ざま。何も仕事をしないのに、自分一人で頑張っ

ているかのように振舞う人、……支持していない

刀に、さも支持者の振りをする人、人間社会の縮

図を見るようで、私は本当に勉強になるから好き

なのです。

〔例会メ　モ‾）

つ今日、臨時理事会を開き、本年度ローターアク
トクラブの年次大会参加を承認しました。来年

度のローターアクトクラブの年次大会は鶴岡で

行う予定です。
08月4日のガバナー公式訪問に伴いクラブ協議

会と例会は第一インで行う事になりました。

○事後報告になりますが、ジェームス君の京都旅

行に伴う費用は会で負担する事にしました。

〇台中港区の10周年式典時に戴いた会員各位への

お土産、やっと到着しました、お土産代金を請

求するようで申し訳ありませんが、運送費、梱

包費にかなりかかりましたので、1，000円のス
マイル引換でご持参願いたいと思います。（複

雑な気持）
○鶴岡ユネスコ協会提供のベトナム難民の生活写

真を展示してありますので見て下さい。
○例会場でのスピーチは、前もって所要時間共、

プログラム委員長か、幹事まで申告して下さ

い。時間の都合が大変です。

○鶴岡ユネスコ子供学校の菅原和夫君、23日台湾
キャンプに出発しますと挨拶。

幹　事　報　告

1．1981年～1982年国際ロータリー第252・253・

254地区連合年次大会のパンフレットが到着。

2．例会場変更の通知が参っております。

暗　　　示

石井敬三君

私は常日頃、合理主義者をもって

任じて居る者ですが、最近、Aさん
に会った所、「少し顔色が悪い、生

色がないよ」と云われました。私は

今健康上の事で少し自信を失う事があり、煙草も
lLめて居りましたので、そういわれて、大変嫌な

感じでした。ところが同じ日、Bさんに会ったら

「君、最近張り切ってるなァー顔色がいいよ」

と、いみじくものたまった事でした。私は最近、

ちょっと大きい仕事がきまりほっとして居りまし

たので、一も二もなく、Bさんのいう事を本命と

する事でケリをつけた次第であります。

鶴岡西クラブ7月31日の例会は8月1日P．M

7：00に変更、場所ホテルゆら、登録料4，000円

3．鶴岡工業高等専門学校より第2回公開講座開

校のお知らせが参っております。
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今年度年次計画書にあります鶴岡ロータリ
ークラブの会員69名の平均年令を調べました

ら57．6才となりました。つまり、大正13年、

14年生れの方の年令です。

その根拠として明治生れが8名、大正生れ

の方が29名、昭和1桁代の方が25名、昭和2

桁代の方が8名となります。意外と若いもの

です確蓼○

明治・大正・昭和の戦中派が活躍して今日
のロータリークラブがあり、鶴岡の社会が活

性化して来たのです。まだまだ現役で頑張っ

て欲しいと思います。　　　　　　（KIJ

（‾ビジq

鶴岡西R．C

佐藤五右工門君

本間文一君

鈴木昭吾君

◎本日7月28日　第二次臨時行政調査会の中間報告を受けて　加藤紘一代議士

◎次回8月4日　作田ガバナー公式訪問　第一イン

鶴岡ロー1タリーークラノ創、■L　昭和3」．ぢ　　　承諾　昭和封。6。27　353三餌ズ

事務　局　韓国　F有馬場鞘　鶴剛商　人会議所内　寵．言，10235軸7711
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第二次臨時行政調査会の中間報告を受けて

鈴木経理が行政改革に命を賭けるといった時
に、総理自身も言葉の使い方が明確ではなかった

のですが、少なくとも総産は行財政改革に命を賭

けるといったわけであります。行政改革だけでは

なく、財政改革にも命を賭けると。

それでこの言葉の定義というのが新聞、政治家

の問で不明確なままに進んでおりますけれども、

1つは行政の合理化、もう1つは、とにかく、こ

れ以上借金はできたいと、金融関係の方々もいら

っしゃいますが、御用金調達方式のような公債は

もういい加減にやめてほしいと。金融業も最近構

造不況業種の一種でありますから、もう受けられ

ないということもあって借金から財政改革をしな

ければならない、という事で、行政改革と財政再

建の2つがあるわけでございます。どちらが楽か

といいますと、金減らしの方が楽でございます。

自民党というのは大人の政党ですから、銭が無

けれは無いで、それは仕方がないではないか、倹

約しましょうと話がつきます。しかし行政草改

プロパーそのものという点では、この仕事が必要

であるかないかということは、永遠の議論になり

まして筋論になるものですから、かなりむずかし

い仕事でございます。野党の方もこれに加わって

まいりますし、特に役人も強烈に反抗致します。

お役所の反抗＿の強さというのは、2つの要因が

ございまして、1つは役人自身は自分がやってい

る仕事は絶対一言国民の為に必要であるという確信

に近い信念をもって反対するところであります。

亡くなった大平総理が、行政改革のむすかしさ

を、それは当人がtt正義感”だと思っているから

である。といいましたけれども、それが1つでご

ざいます。

それから行政改革で役人の抵抗の第2の理由
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は、少なくとも自分がその担当局長であるとか、

担当課長であるときに、その仕事を切られるとい

うことは、その省に残ったり、また将来、そのO

Bとして睨みを効かす際に大変な傷になるからで

す。だから、せめて自分としては、もう自分の担

当課としての仕事はもういらないと思うけれども

俺のときだけは阻止したいというのが出てまいり

まして、そこがむずかしいところなのです。

その行政改革と財政改革をどう云うバランスで

進めていくか、というのが、実は今むずかしいと

ころですが、大体、第1に金減らし、第2に人減

らし、第3に機構・組織減らし、こういう順番で
いくしかないだろうと思います。金を減らすとい

うことは、とにかく無い袖は振れないということ

ですから比較的合意を得やすい。そこでまず金を

減らして、金がな．いと仕事ができないから、仕事
のないところに人員はいらないだろう、というこ

とで人減らしになって人も金もなければ機構もい

らないのではないかと云うことの説得になるわけ

で、その金減らしの時ですが一番重要なのはtt特

にあなたのところは必要ない”ということになり

ますと、仲々まとまらない。従って全員金の減ら

し方は一律にやりますよと、いうわけです。文部

省も厚生省も一律にやります。それぞれの省に責

任をもたせる。

問題はゼロシーリンクといいまして去年以上の

予算はあげないということはいいのですが、例外

をどの程度認めるかということは、財政再建の山

であったわけですが、それはうまく成功致しまし

た。国内で倹約すると云っても国と国との付き合

い上の約束というのは、やはり無視できないから

「防衛費の問題、対外経済協力の問題は例外にし

ましょう」それから今、金を減らすということは
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重要なのですが、それによって将来に禍根を残す

ようなことがあってはいけないので「エネルギー

対策と化学技術の進行」については例外にしまし
ょう。

凡そまとめてみますと、この4つが例外になり

ます0それがすんなり内閣の閣議で決まりまし

た0よく決まったものだなあと思います。これは

いままでゼロシーリングをやり、例外を4つ程度

に収めるということは歴代の内閣で絶対にやれな

かったことをやれたわけで、これは新聞等であま

り報道されていませんけれど大変な成果でござい

ます。

金減らしはそういうプロセスで大体7割か8割

は軌道に乗ったといわれておりますが、本来の行

政改革の中の動きはどうなるのかといいますと先

程云いましたように、7月10日に臨調の土光さん

から発表されたわけですが、それは、とりあえず

来年度予算編成のための参考資料としてこの程度

は考えて下さい。本格的な行政改革の答申につき

ましては、秋から来年度に又出しますよと云って

いるわけです。

以上が総論でございまして各論の段階でみます

と重要なのがひとつは社会福祉との関係でござい

ます0これを仲々切ることができないので、少し

自治体にも持ってもらいたいということで、自治

省と厚生省が猛烈な論議を今年の碁まで行ないま

す。

例えば生活保護、それから医師会の方もいらっ

しゃいますけれども西高東低大阪近辺は医療費が

非常に高い。東北の方は低い、そそ他いろいろあ

りまして農業問題を云えば本来は米価水準を引き

下げろと、臨調が書きたかったところを何とか逆

鞘をこれ以上増やさないようにという書き方に妥

協してもらった経線があるものですから、今年は

基本米価は仲々あげられない。本当の専業農家は

この地域では基本米価が上がってもあまり意味が

ないので、それよりも自主流通米の水準の方が

500円、1，000円すぐ変わってしまうわけなので、

ちょっと今年の米価というのは出来上がりが悪か

ったという事がいえるのではないかと思います。

臨調の農業に対する批判の中で、もう一つ大き

いのが最近専業農家がかなり苦しくなってきて農

協の貯金の預貸率、土地の放し方をみてもかなり

の深刻さであると思われます。逆にいいたいのが

第二種兼業農家でございまして、役場や農協やき

ちんとした工場に勤めている給料はきちんともら

う、家に帰ると7反歩くらいの田があって70俵と

れた、10俵は飯米でとっておくけれど、残りの60

俵は政府に売ってアルバイト。そこまで保護する

必要があるのか。労働組合の出身の臨調の委員に

なりますと労働組合員の中から第二種兼業農家を

そこまで食管制度で保護する必要はない、専業農

家を守るのであれば、農業は大変だから保護して

もいいけれど保護の仕方が間違っているのじゃな

いか、というような議論が非常に多く出ていると

ころであります。

－中　略－

そういうわけで、鈴木さんが行政改革に命を賭

けるといったけれども、それで大丈夫か鈴木さん

かなりフラフラして最近評判が良くないけど大丈

夫かね、という話がございます。鈴木さんが行政

改革に命を賭けるというのはこれは結構なことで

ございまして、いうなれば、どうせやらなければ

ならないことをやるといったに過ぎません。つま

り来年度多額の増税して予算を組んでいいという

ならば別なのですが、今年1兆4千億円という大

変な額を頂戴致しましたので、来年は増税できな

い雰囲気でございます。

そうなれば所詮、行財政改革、増税なしで予算

を組むというのは残された唯一の道なのでこれは

やらざるを得ない道を進んでいるという判断は間

違ってないと思います。しかしそれにしてもいろ

いろ反対が出てくるのではないか、鈴木さんの力

が落ちているのではないかと云われます。力が落

ちたきっかけといわれますのが、云うまでもなく

伊東外務大臣の辞任問題、それからアメリカに行

って日米共同声明で同盟という話をしてきた、そ

ういうところにあるわけでございます。

同盟という言葉をなぜ使ったか。実は大平さん

が去年カーターさんと会談をやりましてそこで同

盟関係の国としてアメリカを助けながらしっかり

やりなさい、しかしあまり早まって軍事行動には

出ないようにと、それを私が責任スポークスマン

でしたから新聞記者会見で、大平・カーター会談

でこういう話になりましたと発表したのが初めて

の筈でございます。

日本の外交はソ連とも自由主義諸国とも仲よく

して行きますという全方位等距離の外交を建前に

していたわけですが、ソ連がアフガンに攻めて行

くことによってヨーロッパ諸国もなんとなし反発

するし、アメリカに到っては穀物を売りません。

こういう対抗主段に出たわけですが、ソ連はそう

出られて－tあーしまっだ，と思ったけれどもあと

の祭、同時に自由主義諸国もあんな間違った判断

をさせたのは我々が悪かったのではないか、そん

なことをしたら、そういう報復措置に出ますよと

いうことを事前に予告しておかなかったのがいけ
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ないのではないか、という反省が出てきたわけで

ございます。従って当面は自由主義諸国としては

同盟という言葉を使ってきちんとまとまりそして

ソ連に厳しく出ることがソ連を柔くすることだ。

この当面の問はきちんとした団結を保とうという

判断でございます。

しかし今度のサミットをみても基本的にはその

線でいこうということが合意されたということが

明確になったわけでございます。同盟という言

葉、それを使ったというその背景が新聞にも充分
にわかってもらえなかったし、ある意味では外務

省が総理大臣に充分説明してなかったのではない

だろうかと思います。

しかし鈴木内閣はサミットではまあまあうまく

やってきましたし、行政改革、今後も銭減らしの

方はうまくやれそうでございます。鈴木さんは新

聞を気にしすぎる総理大臣というところがござい

ますが、総理大臣というのは所詮、新聞に賞めら

れることはないんだということをはっきり腹の中

に収めて割り切ってしまうと鈴木さんももっと安

定した政治になるのではないかと思っておりま

す。

それでは鈴木さんが辞めて誰になるのかといっ

たら、福田さんのもう一回カムバック、二階堂さ

ん、中骨娘さんという話ですが、やはりそれでは

ちょっとまとまらないような感じが致します。鈴

木内閣が成立した当初のようにとりあえず今のと

ころは鈴木さんにやってもらうしかないというよ

うな雰囲気で今後の政局は少なくとも来年の暮ま

では推移していくのではなかろうかと思う次第で

ございます。

以上最近の行政と政治の流れの一部分を申し上

げましてスピーチにさせて頂きます。

（紙面の都合上、話された事の半分程割愛しまし

た事を申し添えます。係）

委員会報告
斎藤国際奉仕理事

地区よりの通達によりアジア100円献金は、地

区レベルとしての世界社会奉仕事業より外し、ク
ラブレベルで独自のW．C．Sプロジェクトを選び

テーマの実践に尽力するようとの事です。

クラブ協議会

7月28日（火）P．M4：30　第一イソ

議題　計画書の検討（記録抜粋）

S・A・A・‥1、2回食事の配膳の遅れがあったが今

後こういった事が無いよう申し入れる。

（新人としてほ大変な活動だが、ご苦労さん）
出席…R．Cでは出席が最大の目的である。6

人休むと93％を割るのでご協力を。

（難かしい理論よりまず出席を．′）
親睦…家族会、と近隣クラブとの友好を2本の

柱としている。

（知り合いを広めるチャンス）

プログラム…ゲストスピーチを重点的に、時事
・社会問題を取り上げる。

（いいスピーカーは顔を使って、息切れしない
ように）

金具増強…ロークリーの力は質×数なので、質
のいい会員を増やしたい。

（来年度へ向けて今一段のパワーを）

広報…マスコミとの連累を密にしたい。積極的
にマスコミに働きかけるべきだ。

（私を含めて田舎者は消極的で）
情報…協議会へ新人の参加を求めた。ファイア

ーサイドへの積極的参加。

（次年度地区幹事の予、復習もかねて）

会報…読んで面白い紙面作りは難かしい。投稿
をお願いする。

（体裁、内容共見ごたえあり、頑張ってますな
あ）

国際青少年計画…一コミッティでなく広い意味
での計画と解釈している。

（留学生の出入りパラソスを考えんと）

米山・ロークリ⊥財団…フェロー11名、準フェ
ロ・－8名、歴代会長は進んでフェロレ」に．′

（耳が痛いが、何とか）
世界社会奉仕…地区サイドでのプロジェクト終

ったとすれば100円献金は不要なのでは。

（世界のどこかで不幸な事態が。100円献金続
けて貰いたい）

国際親睦…マッチドクラブへクラブより案内状
を差し上げる。

（ニュー・ブランズウィヅクの市長が福井へ来

る折に）

インターアクト・メンバー、顧問教師とも熱が
ない。理想と現実のギャップを感ずる。

（余り絶望しないて、Ⅰ．Cの年次大会で話し
合いを）

ローターアクト・今年度は鶴岡がホスト・クラ

ブを引き受けた。米沢R．A．Cの代りに。

（張切ってますなあ。金はかけないで精神的に
お手伝い）

（）内は会長コメントです。
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回　　　顧

扁35年1月25日の荘内日野、
トゝプ記事として鶴岡ロータリー盛

大な認証伝達式と題し、詳細に記載
してあります。それを再読して当時

を思い出し、「世のあらゆるものに対してtt奉仕
の理想”他人に好意と友情を深めてみんなのため
になり、そして世界平和に貢献しようという団体

鶴岡R．Cの劇立を想起し、チャクーメンバーの
一員として再起せねばならないと思いました。

感駈昆竃遥砧講義確謳葦謡騙試審議

近頃想　う　事

銀白祐憎君

鶴岡ロータリークラブに入会して
から20年余になる訳ですのでその間
には色々と思い出される事項がござ
いますか随分長いこと会のお世話に
なって参りましたし人生体験の豊富

な会員の方との交誼を通して色々と教えられる処
がありました。老人と云える年齢になってつくづ
く有難かったと思っで居ります。入会した当初は
ロークリー用語と云えるかどうか色々な文章に英

語的言語がとび出して参りますので困惑した事が
思い出されます。

例　会　メ　モ

07月23日、余日中央公民館で庄内分区の会長・
幹事会があった。その折の話題を列挙すると

○ガバナーより、各クラブに自慢話やェピソード

等の原稿を依頼、ガバナー月信に掲載したいと

申し入れかありました。

○米山奨学金の協力として、年2千円位お願いし
たいとの事。

○留学生の質が低下しているので、今後の留学生
派遣は選考を厳にするとの事。

OR財団の拡大という事で、フェロー1名、準フ
ェP－3～4名、各クラブで増員して欲しい。

○庄内地区のⅠ．C．G．Fは9月20日に行われま

すが、盤城平R．Cの加藤バストガバナーがフ
ォーラムリーダーで出席されるとの事でした。

○Ⅰ．C．G・耳のモデレーターが決まりました。鶴

岡西がクラブ奉仕、温海が社会奉仕、酒田東が
職業奉仕、遊佐クラブが国際奉仕となります。

〇台中港区よりピーコック（孔雀）の壁画飾りが
送られて参りましたが、どこに飾ったらよいか

迷っています。

幹　事　報　告

○鶴岡ふるさとまつり内川イベント・チャリティ
ーガラクタ市開催の協力とお願い。

○ロータリー米山記念奨学会より通知
張紹淵さん長男・広重さん、長女・紀久代さん
がこの度米山功労者になられた旨、お知らせが

ありました。表彰は慣例に従い地区大会席上に
於てご披露致します。

（9本日8月4日

（9次回8月11日

8月（はづき）の暦

8月1日　由良花火大会・水の日・観光の日
伊勢雨宮（神明町）例祭

2日　月山市民登山
4日　酒田港祭り
5日　山銀みやま会「勝負と人生」

加茂熊野神社例祭
6日　広島原爆記念日・旧七夕
7日　立秋　大山愛宕神社例祭・鼻の日
9日　長崎原爆記念日
13日　旧盆

14・15日　鶴岡ふるさとまつり盆踊り大会
15日　終戦記念日36年

神明町八幡神社例祭
17日　荘内神社例祭
20日　大山舌蜂神社例祭

新海町八幡神社例祭
23日　処暑
25日～28日　山形大学公開講座
27日　由良古峰神社例祭

ビ　ジ　タ　ー

温海R．C　　菅原鉄三郎君　菅原鉄之助君
佐藤五右工門君

余目R．C　　佐藤孝二郎君
立川R．C　　滝禅　　源君
鶴岡西R．C　菅原隼雄君

半田茂弥君
三浦正志君
井上　　彬君

作田ガバナー公式訪問　於第一イン
庄内の将来を思う　　山形県企画調整部次長　富塚陽一氏

檎同日‥クリ・一グラフ則、一／二　昭和31．6年）　承認蚤謹．　棒欄13」」う．27．i53聴【ス

宰　務日昌　鶴岡＝石黒項目町＋鶴岡商l会議所1人j　電話　0235朗7711

例会場　鶴抑川場町物姥鮒　崇隅－」■・一・1．′　　例　会　をJ　毎動力湖だ＝　′▲極　は∴醐¶1∴榊

君
君
君
君

雄
男
生
拡

幸
光
成

原
部
藤
藤

菅
阿
佐
加



会長新穂光一郎　幹事藤川享胤　副会長・クラレブ奉仕

缶詰報告：会員70名

＼　J

％　椿正冊席67名　確定出席率．95．71％

国際ロータリー253地区

作田正治ガバナー公式訪問挨拶

皆さん今日は、当クラブは私の尊

敬するバストガバナー早坂源四郎さ

ん、次年度ガバナーになられます石

黒慶之助ガバナーノミニーの属する

クラブです。又地区の役員として活

動された沢山の皆さんが居らっしゃ

います。当分区だけでなく253地区

内の指導をして来られた鶴岡クラブ

であります。基調の高いクラブであ

ります。先頃も協議会におきまして各委員長から

ご報告を頂きました。非常にロトタリーの知識の

豊富な事に接して来まして、さすが鶴岡クラブと

感心いたしました。

今度14回目の公式訪問で末だ地区内のクラブの

充分な知識は持って居りません。半分以上も廻っ

て居ればもう少し、ましなお話も出来るかと思い

ます。ご満足のお話が出来ません事をお詫び申し

上げます。

各委員会とも非常に熱心でございます国際奉

仕。青少年交換。等歴史の古く今迄も沢山の実績

を残しておられます。財団につきましても他の模

範にするに足る成績を上げておられます。インタ
ーアクト、ローターアクトいずれも非常に熱心に

取り組んで居られると言う事で、恐らく此の地区

内で尤も模範的なクラブと思います。今訪問した

私には緊張の一瞬でしたと同時に、これ迄の業績

に対して敬意を表し叉感謝申し上げます。

私は鶴岡に降りたのは初めてで、一度は行って

見たいと思っていましたがチャンスがなく、湯の

浜には3回来ました。そのたびに素通りでした。

東北の小京都と表現される様に歴史の深い静かな

伴いでゆっくり訪問したいと思っておりました。
一昨日、寒河江ダムを通りまして112号線を参

りました。その景勝の地を眺め、道

路も良く山・川に恵まれた庄内地区
の中心で栄えて来た鶴岡です。

前に東北電力の支店長を勤め東北

電力を退職された方が云っておりま

した。嫁さん貰うなら山形県の女が
一番だと聞いたことがあります。娘

さんだけが良いと言うのではありま

せん。本当に親切で人情細やかで正

直で色々良いことづくめの県民性が現在も残っ

ていると思います。昨日より市内を見て参りまし

た。本当に来て艮かったと思いました。この良い

県民性を大事にしなければいけないと思います。
R．1会長スタンレーE．マッキャフリーのテ

ーマと皆様に対する要望をお伝えしなければなり

ません

ずでに地区協議会の席上でお話申し上げて居り

ます。又ロータリーの友、ガバナー月信等、皆様

がお手持の報告書・計画書に有りますようにお読

みになって今更聞かなくってもよいお方も居られ

ると思いますが、私がR．Ⅰ会長から熱意をもっ

てお話をされた事をお聞かせして、その通りお話

出来ませんがその何分の一かを皆様にお伝えしな

ければならない責務がございます。暫らく時間を

お貸し下さい。

まずスタンレーE．マッキャプリトのプロフィ

ルを簡単に申し上げます。カリホルニヤ大学を優

等で卒業されました。非常に体が立派な方です。

アメリカ人の中でも大きい方で非常に均斉の取れ

た頑健な万で明朗、聡明、慈愛深く、厳格な面も

ある方と拝見して参りました。学生時代バスケッ

トボール、フットボナル、野球の選手でした。ア

メリカの海軍に徒軍され、中支方面で勲章を授与
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されて居ます。現在はパシフィック大学の学長を

約10お勤めになり学生の面倒を良く見られた方で

す。又昨年ロータリー75周年を迎え、その席上次

のような事を申されました。

将来ロータリーは国民間の理解を深め、これ造

以上に重要な役割を果す事でしょう。又、世界平

和に貢献するであろう事を十二分に確信して居り

ます。ロータリーに国境は無く奉仕に国境は有り

ません。今後ロ←一夕リーという言葉を飢に苦しむ

国。家を無くした国。恵まれない国の人々に希望

を意味する言葉にしようではないかと申しており

ます。

私はポカラトンで一週間世界各地で390地区が

ありますが当時のガバナーノミニト夫妻。R．Ⅰ

関係者。リーダー等1，200余名と国際協議会で毎

日寝食を共にし、机を並べて一緒に勉強し、歌を

歌い手を取り合ってロー一夕リーの奉仕の理想、ロ
ークリ【哲学、そして国家、人種、宗教、思想、

それらを越えて不変的な最高のものであることを

実感として体得して参りました現在の私の心境は
ロータリーを信奉する気持ちで一杯です。国際協

議会の席上でマッキャフリーR．Ⅰ会長はロータ

リーのあり方をこのように申して居ります。

その第1は奉仕について。。一一クリトは奉仕の

ために親睦と友情は2本の柱であるが、それだけ

ではロータリーの存在の理由にはなりません。職

業奉仕、社会奉仕、国際奉仕こそ我らの使命であ

ります。それはロークリト財団のような寄付だけ

でなく個人が時間を捧げ、一身を捧げる。又同胞

のために尽すことにある。私達の行動に使命感を

持つことを強調されました。

第2はロータリーの国際性についてです。ロ【

タリーは154ヶ国90万人に及ぶ国際的組織であっ

て語意と奉仕の理想をもって居り、この素暗しい

基本的な力を持っているから国際理解を促進し、

平和の理想に近づけるための偉大な可能性と叉と

ないチキンスが与えられているのです。此れを実

践するにはロータリー財団　3－Hプログラム、世

界社会奉仕R．Ⅰ会長主催の親善会議、その他世

界の人々の問の理解促進に役立つプログラムが有

ります。

こうしたローータリーの基本的目標を達成するた

めにR．Ⅰ会長テーマとして世界理解と平和を選

ばれ今年度はこのテトマ一本にしぼって欲しい、

各地区で独自のテトマを出さないで欲しいと云っ

ておりました。全てのロトタリアンはこの目的の

ため一身を捧げて下さいます事を希望すると申し

ております。このテーマを遂行するために、マッ

キャフリトR．Ⅰ会長主催の親善会議をもつこと

第与塁一姜睾蘭例二碧　塞朝

です。すでにアラブ諸国とは打ち合わせ済みとの

ことです。近の内に行動されると思います。我々

は期待し成功を祈りたいと思います。そこで相互

理解の基盤が出来れば関係諸国の政府は国際紛争

の解決の糸口を見つけるでありましょう。

第3番目にはR．Ⅰ会長は著名なロータリアン

で構成する時限の高い特別委員会を設けるという

ことです。これは世界理解と平和委員会という名

称で国際理解のためロ←一夕リーの役割はどう有る
べきかを考える委員会です。この委員会の責務は

重大であってロー一夕リーを代表して活躍して頂く

ことになります。この委員長には元R．Ⅰ会長ジ

ェムズ・フォーマー氏がなり、委員は3人で構成

しこの目的達成のため、ロータリーは何を為すべ

きかを考えて頂くことになります。ロー－クリアン

の皆さんのご意見、ご提案を頂き実戦に映して行

く事になります。皆さん本年はロータリーを通じ

て世界理解と平和をテーマにして目的達成にご協

力下さい。これがR．Ⅰ会長の要請でした。

今のお話だけをお聞きになり国際関係だけを本

年は行えば良いかと云う質問に出会いますがロー

タリーはもともと4大奉仕部門がバランスの取れ

た上で発展して来ました。その原則は今も変わり

ません。例えて申し上げれば騎馬戦と同じで上に

乗るのが国際奉仕、下の3人の真申がクラブ奉

仕、両側が職業奉仕、社会奉仕となります。上に

乗る者がいかに強力でも下の3人が頑健で踏張が

きくと云う事でなかったら戦いに勝つ事は出来ま

せん。

先程クラブ協議会で計画を説明頂きました。そ

れぞれ重要な委員会である事を自覚して頂き、ご

活躍をお願い致します。ロータリアンが知識、技

偏、経済力、政治力等皆さんの持っいる総合力は

素暗しいと思います。地区全体の総合力を分母に

LPrクリアンの力を分子にした場合に相当のパ
ーセントに成ると思います。そのパーセンテージ

になっても世間からどのような評価を受けて居る

でしょうか、それを考えますと我々はまだまだ活

動しなくってほと思います。ロー一夕リーは皆さん

の偉大な可能性を引き出すことがロータリーの責

任であると考える次第です。

古いクラブになるとマンネリに成り易い。マン

ネリとは沼に新しい水が入らず、水が腐ることで

す。各委員会の活動は新しい水が流れると云う事

です。そういう事ですので各委員会の一層の活動

をお願い致します。

皆々様ご協力下さいまして鶴岡クラブの益々の

ご発展と会員皆さんのご健勝とご関係ご事業のご

隆盛をお祈りしてご挨拶といたします。

＼一一′′
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「ロータリーとは何か」を

発刊配布するについて

早坂源四郎君

此のパンフレットは、昨年中江さんがクラブ奉

仕委員長のとき、私が情報委員になりまして何か

をしなければならんと云うので鈴木委員長より気

合いを掛けられましてクイブ印刷で配布したので

すが、ある人よりやたらに貴方の名前だけが出て

来ると云われ、名前を表紙だけにしまして纏めた

のがこの小雑誌です。

高専の渡会先生から頭のトレーニングに良いか

ら一つ老雲防止に物を書く事が一番肝心だと云う

ことで勇を誇して纏め上げたものです。

自分の考えはあまり入っておりません。若し間

違いがありましたらご指摘下さい。ご覧になるだ

けでなく一通りお読み下さい。又ロータリアン以

外の方にもお勧め下されば幸いです。

（ブラフ協議亘）第2回
8月4日（火）A．MlO：00～12：00　於第一イン

今回のクラブ協議会は、作田ガバナトに、鶴岡

クラブの本年度計画の情況説明の為に設けられた

訳で、各委員会の報告は、第1回クラブ協議会と

重複しますので掲載しませんで、作田ガバナーの

各委員会へのコメント要旨を記録します。

出席－一一地区の平均出席率は94％、鶴岡クラブの

目標は93％、少し頑張って貰いたい。メーク

アップ表も、ここに山形クラブのカード形式

のものがありますので参考にして下さい。

親睦－…家族の入った親睦会が5回もあるのは素

暗しい事です。婦人をもっと会合に連れ出す

よう努力して下さい。

プログラム－大変張切っていると聞いていま

す。その為か出席率も高いとの事、結構な事
です。

会員増強－－他クラブでは不況で退会する方もあ

るそうですが、鶴岡クラブでは7名も増員を

計っているとの事、実行して下さい。

雑誌－「ロータリーの友」は「ロータリアン」

よりも、いいと云われています。

ローターリー情報－完壁です。

窮T‾号音8回閉貢　ぎ報

会報－大改革を行った結果がよく出て居りま

す。

職業奉仕－一日分の仕事を通して日常やっている

事を奉仕と名付けている訳で、計画書はある

事で充分と思います。

社会奉仕－やる事が多く大事と思います。

ロータリー財団－一ご協力有難うございます。

米山奨学会一一張先生の熱意と努力には、大変勉

強させて貰いました。有難うございます。

世界社会奉仕一地区としての百円献金の中止は

大変申し訳ありませんでした。クラブ単位で

何か考えて下さい。

国際奉仕一一鶴岡クラブの国際奉仕関係は、模範

的であります。他クラブにも、鶴岡クラブの

ようにやりなさいと申し上げる積りです。

青少年関係－インター・ローターの育成につい

ては、どこのクラブでも同じ悩みがある訳で

ご苦労も多いのですが、諸連絡を密にする事

が最も大事な事と思います。最近の憂うべき

青少年の現状をロトークリーとして、どうすべ

きか、考える必要があるようです。

会計－鶴岡クラブは1千万円台の大型予算を施

行するクラブです。大変な事でしょう。

例　会　メ　モ

○先程より作田ガバナーを迎えクラブ協議会を開

催しました。

○作田ガバナーに2つの質問を申し上げました。

質問1姉妹クラブで良く交流しているクラブ

が有りますか。

答　山形西、南両クラブが友好クラブ委員会を

作り友好を深めています。

質問2　郡山クラブとして我々に教えて下さる

事は有りませんか。

答　例会場の室を大きく取り、机のレイアウト

を自由に変える事が出来、会議に非常に良い

ようです。又楽しい会議にするために食後

12時45分よりデザ←」トタイムを設けていま

す。　　　　　　ナ「、

○ガバナトが食事のとき威テーブルでなく皆と一

緒の机でするそうです。

〇本月例会場変更でS．A．Aの皆さんには大変ご

苦労をお掛けしました。又第一インさんのご努

力に感謝申し上げます。



人生へのチャレンジ

早坂源四郎君

8月生まれのせいか夏が好きだ。今

月末で満77才、喜寿の祝いは昨年既

に頂戴済み、早いのでいささか不満

だが。目下、老衰老妻防止に懸命の

努力中。4時半起床、5時から小1時間公園まで

散歩、それから冷水と温浴、朝食が滅法うまい。

老葦防止には英文TIMEを辞書引き引き読むと

例会で雑談したら工専の渡会先生から読書より文

章を書いた方が効果的と訓えられた。前頭葉の練

磨も仲々大変な事だと思う。人世へのチャレンジ

の昨今です。

出席委員会

老後の母に想う

石黒慶之助君

母は最近体調をそこね立居振舞い
が精々困難になってきたが、来る8

月29日の誕生日に米寿を迎えようと

している。本人はtt長寿は目出度く

もあり、目出度くもなし。長生き恥

多し。”と云っている。

現在の老人たちは長い間、遊ぶことを馬鹿にし
て或いは良くないこととして生涯の大半を埋めて

来ている。働くことを最も意義あることだと考え
て来た父母を私は心から尊敬しているが、母は責

任を果たし時間的にも経済的にも余裕ができても
尚自分を忘れるほど楽しく遊ぶことを知らない。

子として淋しい気がする。私も含めた今日の老人
たちの一種の悲劇であろうか。

富樫長吉委員長

7月175％出席1名

新穂光一郎君

7月150％出席　1名

藤川享胤君

7月125％出席　1名

石黒慶之助君

7月100％出席　53名

秋野君、阿蘇君、池田（弘）君、張君、早坂（源）

君、早坂（重）君、飯白君、今野君、石井君、石

川君、佐藤（陸）君、板垣（俊）君、板垣（広）君、

市川君、風間君、川村君、黒谷君、小池君、小

松君、三井（徹）君、三井（賢）君、三井（健）君、

若生君、嶺岸君、迎田君、本山君、森田君、中

江君、中野君、庄司君、小野寺君、斎藤（得）君

笹原君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）君、佐藤（順）君

佐藤（衛）君、佐藤（友）君、横田君、菅原（辰）君

菅君、鈴木（善）君、鈴木（弥）君、石塚君、高橋

（良）君、高岸君、丹下君、手塚君、富樫君、上

野君、内山君、山口君、吉野君

7月　　93．89％

親　睦　活　動 中江亮委員長

会員誕生

早坂源四郎君、三井徹君、三井賢二君、佐藤陸

男君、庄司嘉男君

奥様誕生

阿蘇幸子様、藤川一子様、風間慶子様、三井章

（健）様、手塚峰子様、吉野英子様

（ビジ　タ　ー）

鶴岡西R．C

斎藤吉雄君
八幡慶二君
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；ぁる古文芸書芸、言㌫妄りました∴
〉「公平とは差別なく平等に待遇するを公平と三

、∴●∴∴∴∴∴　十三
⊆　賢なれば尊信し、不肖なりとて捨てはせず、■

戸　あわれみて誘液するこそ真の公平なれ」と云＝
き　っております。味のある言葉と思いました。1
＿ク日日、、ヽ■■‖・い【ヽ、1∫ノ′日、－、■′㌧．、、ヽ＿日′日へ、・■㌧■■■ノ．日ヽ′J・日、ヽ＿、’一日′ヽ．、‘′－Hl▲qゝ′り′い’

◎今回8月11日　庄内の将来を思う

◎次回8月18日　tt地域に掛ナる障害者の現状”

山形県企画調整部次長富塚陽一郎氏

庄内支庁総務福祉部長平井湛一郎氏

会報担当　菅健会報委員
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全長新穂光一郎　幹事藤川享胤　副会長・クラブ奉仕内山喜一・職業奉仕高岸三雄　社会奉仕川村虎男　国際奉仕斎藤利男　青少年奉仕佐藤順治

出席報告：会員70名　出席59名　出席率84．29％　前回出席率90．00％　修正出席68名　確定出席率97．15％

庄　内　の　将　来　を　思　う

山形県なり、庄内なりの経済の動向について概

略を申し述べますと山形県なり庄内なりの発展が
立ち遅れ気味の感じがあるけれども、決してそう
いうわけではない。むしろ庄内の人達が立ち遅れ

感が強くて挫折感をもつようになったらこわいと
いう事が1つ第2に、これからの10年をどのよう

に対応していくかどのように積極的に庄内の発展

のために取り組むかという事が重要になってきて

いることを強調したいのであります。

山形県の経済について。人口についてみますと

東北の中では人口全体の増加率は高くないのです
が、それは自然増加率が低いためで、子供を産む

女子の人口が少なく、長い間若年層の女子の流出
による後遺症である。とも角も流出を抑制する傾

向が強くなっている事が注目される。昭和50年か

ら55年までの県全体の人口増加率は2．6％ですが

庄内は2．4％で0．2％低い。しかし最上の0．7％減、

置賜の0．3％増に比べれば高い率ですし人口増加

町村8つのうち5つが庄内の町村で、人口増加地

域は、庄内の万が広まっている事がわかります。

その他商工業の指標をみても、庄内はそれ程遜色
がないし立ち遅れていない。山形県の商工業も東

北では劣っているわけではなく、例えば1，000〝ぎ

以上の工業立地件数は、このところ東北一の実績

を続けています。これらのことの背景は昭和40年

頃から整備が完了した幹線道、とくにぶどう峠、

葉子峠、新開山峠等の整備により冬期交通が可能
になったことや、国鉄の特急の運行等、交通事情
が飛躍的に改善されたことが大きな要因だと思い
ます。

今後高遠交通時代を迎えて。本県や庄内は高速
交通の機会に恵まれないといった不利な問題を抱
える事になるのはご承知のとおりです。東京から
の時間距離が道路系では、庄内は青森県北、下北

半島と同じ、鉄道系では、岩手県北から青森南部
と同じになるというのであります。

そこで、こうした状態を克服するには、庄内空

＿l L、　　．－．

霹牒招㌃彗牒打針竃

山形県企画調整部次長　富　壕　陽　一　氏

港と横断道酒田線が必要なわけですが、地元の産
業界をはじめとする万々が熱心にその実現方に運
動をされているのはまことに時宜を得た事で、わ
れわれといたしましてもできるだけの努力を払う
つもりでありますので、何とぞ一層のご協力、ご

鞭蛙をいただきたいと存じます。ただこれらは来
年とかで3年後に完成というわけに参りませんの
でそれまでの数年間に少しでも良い方向に一歩で

も積極的に進めていき続けるならばその積み上げ
は、単に何もしなかったのに比べてどんなに大き

いことかと思うのであります。ことに経済の高度

成長段階が終ってから、産業面、生活面における

需要の多様化、高度化にどう対応していくか、そ
れには。他に例がない差別化を追究する必要があ
るといわれております。またこれからのイノベー

ションは、技術や諸資源などの要素のシステムを

変えることが主体であるとされている事を考えま

すと、今後は身近にある色々な蓋積、自然的社会

的資源をあらためて見直し、庄内なり鶴岡なりの

特性あるものを創り出していく事が重要だと思い
ます。本県をメカトロニクス工業地域に育成する
ことにしているのも本県の機械工学の技術、人材

関連企業の集積を再構築することが重要かつ有効
な工業発展策だと考えたからで、これも麒潜在的

諸要素によるシステムの再構築の例であります。

庄内には多くの優れた資源、特性があると私は思

っており色々な可能性があると考えます。人間の

あらゆる行動局面において、より快適、より豊か
より面白いといったことを、ハイセンスで見究め

ながら充していくという原点に立って、資源の見

直し、特性の見直しと創造を地域の中から始めて
いくことが重要であろうと思います。地方公共団

体の行政も良質の情報を市民に提供し、必要とさ
れる事業を住民に示して選択させながら地域づく

りをしなければならたい時代になってきたと思い

ます。庄内の優れた特性を活かし魅力ある地域に

するよう努力したいと思います。

垂崇　損．苧′　－　1ノ　√｝
巨じ　　　｝



近　　　況

池田　昭太郎君

目下ゴルフの練習中である。さっ

ぱりうまくならない。素質がないん

だから、うまくなろうなどとは思わ

ずラジオ体操でもするつもりで練習
していれば、諦めもつくというもの

ですよという家内の厳しい宣告である。それもそ

の筈、スポーツというスポーツを満足にしたこと

のない私である。今更、この年令ではじめたって

ものになるものでない。そうわかりつつも「どう

です、今度の日曜日あたり……＿」といわれれば、

そわそわしている今日此の頃である。

回　　　顧

早坂重雄君

第252地区で4年、253地区で11年

6つのクラブを体験して感じたこと

は例会の運営方法は別ですが、最終

はロー一夕リアンとして多く勉強の機

会を得ました。S42年の入会当時の
ターゲットは「。－一夕リアンとしてあなたの資格

を効果的に」入会の資格を厳しく選考されまし
た。S47年度の「もう一度見直そう」のターゲッ

ト、大好き。ロータリアンとして又、職場での管

理職として今も、「も一度見直そう」そして何事

も継続性とプロセスを大事に行動したい。

8　月　理事会

昭和56年8月11日　第2回例会

開催場所　産業会館4階会議室
出席者　新穂光一郎君　中江

高岸三雄君　川村
佐藤順治君
斎藤利男君

議　　題
1．交換学生のジェームス君の最後の受入れ家

庭の件、至急受入れ希望者をさがすこと。
2．例会の食事でどこからか出前等を考えて何

か名物を食べる会等を考えてみたい。S．A．
A委員の腕の見せどころ。

3．本日の例会で何かスマイルがないかなあの

声があり次回には何かありそうだとの声があ
りました。

〔例会メ　モ〕
台中港区の10周年記念式典のビデオテープが送

られてきましたので準備ができ次第見せていただ
きます。

委員会報告 小松広穂情報委員長

第256地区の前原バストガバナーよりロータリ
r名言カレンダーの応募が来て居ります。参加希

望者は事務局まで申し込み下さい。

幹　事　報　告

1．例会変更の報告

遊佐クラブ8月25日の例会

点鐘6：30　登録料3，000円

2．酒田ロータリークラブ8月19日（水）の例会

ゆのはまランド6：00点鐘登録料1，500円

3．国際ロータリー第273地区年次大会のご案内

4．鶴岡青年会議所15周年記念式典の招待状
9月13日　会長出席予定

5．交換学生オリェソテーションが蔵王にて行わ

れます。委員の方はぜひ出席下さい。
6．台中港区よりのおみやげまだ持って行かない

方1，000円をスマイルの上お持ち帰り下さい。

ユネスコ台湾キャンプ参加報告

鶴岡ユネスコ協会菅原和夫氏

去る7月25日～29日の4泊5日の日程で参加人

員は鶴岡から10名、台湾から30名で行いました。
キャンプ場は台車市より15ん帯北の山のキャンプ場

で行いました。最初はなかなかなじめなかったの
ですが日毎に仲よくなり歌やおどり等で心と心の
つながりが出来て国際親善に大いに役立ったと考

えて屠ります。台中港区のロータリアンや家族に
も大変お世話になり心から感謝しながら帰ってま
いりました。機会があればぜひ又訪ねたいしむこ

うからも来てもらいたいと考えて居ります。鶴岡
クラブの黒谷先生方々からも大変お骨折りいただ

き心より感謝申し上げます。どうも有難うござい
ました。

ビ　ジ　タ　ー

山形西　渡辺浩一君
温　海　本間儀左工門君
余　目　佐藤孝二郎君
鶴岡西　瀬尾助三郎君

〟　　阿部光男君
〟　　林　権之助君

先日配布のttロータリーとは何か”の訂正
ページNo．　　訂　　　　　　　正

5　　　アクロンダック　アジロンダック

17　　　　イリノイス　　　　イリノイ

25　　　ミオソタ州　　　テキサス州

8月18日　本日プログラム　　tt地域に掛ナる障害者の現状”庄内支庁総務福祉部長　平井湛一郎氏
8月25日（次週）プログラム　本年度新会員スピーチ
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会長新穂光一郎　幹事藤川享胤　副会長■クラブ奉仕内山喜一　職業奉仕高岸三雄　社会奉仕川村虎男　国際奉仕斎藤利男　青少年奉仕佐藤順治

出席報告：会員71名　出席記‾名　田庸率‾‾73，裏％　葡回出席率82．86％　修正出席68名　確定出席率97．14％

地域に於ける障害者の現状

山形県庄内支庁総務福祉部長　平　井　湛一郎氏

福祉の語義は、「福」は幸せ、「祉」はtt天の

くだす福がとどまる”ということである。しかし

最近ではWcllf fare即ち「良く暮らす」という

幸福の基盤造り的な、積極的な意に解している。

そこで福祉の沿革についてお話したい。

まず、戦後から昭和25年頃までは、生活保護中

心の時代で、戦争中心者の救貧対策オンリ【であ

った。

第2の時期は、昭和35年から現在までで、制度

拡充の時代、即ち生活保護とか身障とか、いわゆ

る福祉六法の整備の時代で、この背景には高度経

済成長が支えとなっていた。

第3は、コミュニティー重視の時代で一つは高

度経済成長からくるひづみへ都市化、過疎化、災

害等の是正、そして人口の老令化対策の時代であ

る。

そして第4に、在宅福祉サービスへの転換期が

福祉元年といわれる昭和50年代から現在に至る期

間である。一方オイルショックによる経済変調に

対応しての福祉の見直しの時期でもある。

さて、当面する福祉の課題として、第1に高令

化社会（高令化とは65才以上の人口が7％を越せ

ば高令化社会といわれ、福祉・医療・経済・教育

といった面で、総合的な対応策が必要だと言われ

る）が取り上げられる。

現在、国は8．7％、県は11．7％、庄内全域で12％

と高く、20年後には25％に達するものと思われ

る。

これに対し、県が取り組んでいる事業として、

福祉社会総合研究開発機構、いわゆるニラの分室

の設置、高令化社会研究所を設置しての研究の委

託、全国の規模のシンポジウムの開催などであ

る。

そこで、現在の老人（この言葉は私は余り好き

ではない。私は『熟年』という言葉が好きだが）

対策についてみると、1つは施設対策として養護

老人ホーム、もう1つは寝たきり老人の為の特別

養護老人ホームがあり、この充実を急いでいると

ころである。

2つ目は在宅対策で、国・県・市町村それぞれ

が、家庭奉仕員の派遣や、連絡電話の設置、寝

具、その他の支度等各種の事業を実施している。

今年は国際障害者年である。そのテーマをtt完

全参加と平等”とし、障害者の社会生活に対する

精神的、肉体的援助、雇用の機会を創る。日常生

活の出来る町造り、一般の人々に対する福祉教育

の実施、障害者の発生の予防と、リハビリの実施

という5大目標を掲げている。

現在の身障者対策の概要をお配りしているので

参考にして頂きたいが、要は障害者福祉を高める

為に「ノーマライゼーション」いわゆる「障害者

のいる世の中が通常なのである」という基本的な

考えのもとに、福祉を考えて行くことが、国際障

害者年に与えられた課題であると言えよう。



阿部裏先生と朝鮮人参

市川輝雄君

置き忘れていた数本の朝鮮人参を

前にして私は新たな思いに耽ってい

る。クラブ協議会の夜、先生を乗せ

て松嶺への暗い街道を走る。索漠と

した野面を照らすヘッドライト。ふと体を起こさ

れた先生は、終戦時の混乱した書林の生活を、そ

して異国の教え子達と今も続く交流を熱っぽく語

ってくれた。帰る際に「教え子からの贈り物だ

が。」とひねこびた人参を紙に包んでくれた。戦

後30年の時を超えた師弟愛に、はのかなぬくもり

を覚えつつ辞したのだったが。

（例会メ　fつ

○ガバナー作田正治氏より公式訪問のお礼状が参

りました。溢れるばかりの情熱と真筆な態度〝

さすが鶴岡クラブとの由。

○ジェームス君の第4回目のホストファミリー三

井徹先生お引き受け、感謝の気拝で一杯。

○ロト一夕リー財団より　フェロー、準フェローへ

のおすすめ要請、米山財団も宜しく。

09月20日Ⅰ．G．F　9月26日～27日　合同年次

大会の案内。

○日本の非核三原則について。

（‾幹事報告〕

○余目、酒田、酒田東R．C計画書並びに会報、

回覧中。

○前年度ロータリー米山記念奨学会、寄付金納入

明細総合表が参っております。

○鶴岡市青少年育成市民会議、部会員の推薦要望

あり、当りラブより手塚林治さんを推薦いたし

ます。

○国際ロータリー第72回年次大会サンパウロ大会

記念誌が参っております。回覧中。

○庄内分区Ⅰ．G．甘開催について　日時　9月20日

（日）場所余目町公民館　フォーラムリーダ
ー　加藤武久バストガバナー　登録開始11：30

′～12：30

8月25日　本日プログラム

9月1日（次週）プログラム

雑　　　感

石川寿男君

8月は一年中で一番嫌いな月であ

る。祭りだ、盆だ、夏休みだと串を

利用する機会が多いので少々傷つい

たく巾らいでは車を修理する人が少な

いし、また、メーカーやディーラーの1週間以上

の長期の夏休みにあたれば、修理車の部品が購入

できず、せっかくの仕事も休み明けまでかかれず

じまいになる。自動車の鍍金及び塗装を－行う事業

の現場からみれば8月は一番きらいな月である。

○東北三地区年次大会開催　9月26日～9月27日

郡山市にて。登録料は15，000円、尚当クラブよ

り10，000円援助の予定です。

委員会報告 親睦活動委員会

〇第1回会員家族親睦会を9月6日（日）月山牧

場で実施します。
コースは産業会館9：30出発一羽黒山頂で参拝一

月山牧場で昼食－16：00鶴岡到着。

登録料はお一人2，000円。

月山牧場においてジンギスカン料理、折詰弁当

飲物等準備、又牧場見学、スイカ割り等も行な

います。家族と共に揃って参加して下さい。

新会員紹介

吉田昭利君
（山形日産自動車販売KK代表取締役）

入会のご挨拶は次週に掲載します。

ビ　ジ　タ　ー

温海R．C　佐藤五石工門君

鶴岡西R．C　野　口　　弥君

本間文一君

斎藤吉雄君

本年度新会員スピーチ 早坂重雄君、若生恒吉君、吉田昭利君
（今週の担当者　早坂重雄）

托岡t二一一　骨リー1クラブ別．■′ii7才不日こ、u h．9　　承　認　犀欄1封L　6∴　27　353塊は

率暦日．－，：■　鵜行司　両　校三・塚目」＋鶴岡商「会議所ぎ句　集こ！∴講　0235鋤7711
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会長新穂光一郎　幹事藤川享胤　副会長・クラブ奉仕 内山喜‾職業奉仕高岸三雄社会奉仕川村虎男国際奉仕斎藤利男青空空姐」

出席報告：会員71名　出席 確定出席率＿丞7←32％

国際ロータリー第253地区

1981～1982年度ガバナー
作田正治氏公式訪問時の礼状

拝啓　酷暑の候、益々ご清栄のこと、お喜び申し
上げます。

さて去る8月4日貴クラブ公式訪問の際は、ご
多忙中にも拘らず早朝よりご来臨賜わり、会長・
幹事会に1時間、クラブ協議会に2時間、お休み
の時間もなく、主として新年度ご方針について各

委員長殿より極めてご熱心に、ご報告ご協議をい
ただき、各位殿の溢れるばかりの情熱と真撃な態
度に私も大変勉強させていただきました。

さすが創立22年を経て早坂P．D．G、石黒G．N
を出して居られるだけに、会員の殆んとがローク
リ【に関する知識、理解度が深く、叉これまでの
地域社会に対する業績もすぼらしく、青少年交換
ロータリー財団への貢献度高く、又クラブ内の親

会　員　ス　ピ　ー　チ

1981年8月10日

陸行事も他の範とするに足るものばかりで心から
敬意を表し感謝申し上げる次第であります。今年
度会員増強目標7名についても積極的にお取り組
み下さいまして有難うございました。是非ご達成
方お願い申し上げます。

尚、鶴岡市長、鶴岡市商工会議所会頭への表敬
訪問へのご案内役有難うごさいました。又、早坂
P．D．G、石黒G．Nとの懇談の夕食会を設営し
ていただき重ねて厚くお礼申し上げます。今年度
「ロト一夕リ【を通じて世界理解と平和を」のため
ご献身をお願い申し上げます。

貴クラブのご発展を心から祈念いたします。会
員各位殿にもよろしくお伝え下さい。
略儀ながらお礼努々ごあいさつまで。敬具

着　生　恒　吉　君

常日頃考えている事ですが、先日、私も112号線月山新道を通って見ました。ところが山形まで全て50
K制限、追越禁止という事でした。聞いて見たら霧が多いからという事でした。
別に違反をしなくても、県庁まで2時間10分で行けるようになったのですが、1年経ち2年経過する内

に、この2時間10分も長く感じるようになると思います。鶴岡・山形を結ぶ大事な道路です、天候によっ
て差しつかえ無い日は、信号機の指示を変えて60Kに訂正運行出来るようになればと思いますが如何でし
ょう。また、この月山新道ただ時間が速く行けると喜ぶだけでなく、私達鶴岡の人々が、もっと積極的に
この速くなった道路の有効利用を計り、山形側に負けないようにしなければと考えます。

吉　田　昭　利　君

日本の自動車産業の概況と云ったものをお話してみたいと思います。1980年昨年日本がどの位生産した
かと云いますと1，104万台の生産台数であります。1日当り3万台です。この庄内で販売される新車で月
に約1，000台位でありますので、大体48分位で造られることになります。

この生産台数を世界の各国と比較してみると日本1，104万台米国801万台、西ドイツ388万台、フランス

338万台。日本の生産台数の内輸出597万台、国内507万台。西ドトツの生産台数よりもはるかに多くの台

数を輸出している。当然各国における日本車のシェアも高くなり、米国20．4％、西独10．4％、フランス
2．9％、オランダ、ベルギーは25％、デンマーク、スエーデン、ノルウェーは30～40％。こうなりますと米

国或いはEC諸国とも自国の自動車産業を守るということから黙っていられないということになります。
何故このように急速に輸出が伸びたかと云いますと、第1に日本車の燃費の良さ、それから性能、仕上

り、品質の良さが世界各国で受入れられたということです。ところが米国のメーカーがそれに対応出来な
いため小型車が急増したわけです。品質については、国民性とでも云いましょうか、日本独特の細かいと
ころまで気を使った仕上げが評価されています。
これからの自動車の傾向ですが、省燃費、省資源という大きな流れは当分変りません。省燃費では第1

にはエンジンの改良であり、Ⅰ。C（電子コントロトル）をふんだんに使ってより緻密に精度の高い、エ
ンジンコントロールをする方法を進めています。車体を出来るだけ軽くすること、高張力鋼板、或いは合

成樹脂を出来るだけ軽くすることに工夫しています。又、ボディの形を出来るだけ空気抵抗の少ない形に
する。次に省資源でありますが、これはFF化の方向であります。FFにより、ボディトサイズは小さ目
室内空間は大きくとるということが可能になります。日本では未だ主流はFRということになっています
がやがて、FF中心になると思います。最後に当山形日産の宣伝をさせてもらいますが、当社ではFflも
FRも売っておりますので宜敷くお願い致します。



tt私とロータリーけ

張紹　　淵君
It奉仕の理想”に照らして、世界

は一つであり人類は凡て皆、自分の

兄弟姉妹であり、ロータリーは世界
の一大家族であり、国際ローータリー

はロータリーの本家であり、ロータリークラブは

皆同じく分家であることを学び楽んで来た私には
入会してから21年、この頃ようやく、すっかりポ
ール先生、米山先生と同心になりましたが、残念

ながら、未だに、ポール先生と米山先生の日常生
活の食物の好き嫌いなものを知ることが出来なか
った。

（例会メ　モつ
09月17日に三笠宮殿下がお出になります。青少
年関係でR．A．C、Ⅰ．A．C、青少年委員会の
方々多数のご出席下さる様。事務局は鶴岡市と
鶴岡商工会議所となって居り、ロータリーのみ
ならずライオンズ、青年会議所の方も一堂に参
集しますのでコミュニケーションの場にできた
らという話もあるようです。会員の風間さん、
本山さんがこの件で大変ご苦労されます。

（⊃9月19日中国飯店でR．A．CのOB会が開催さ
れます。会員各位もぜひ参加下さい。
会費は3，500円です。

○例によって会長、3分間瓦版時事問題で見識を
披露。

○石黒ガバナーノミニー、今後のスケジュ【ルに

就いて説明された。（大変ご苦労様です）
○市民の森の会から、太年度は各位、2口位1，000

円に願いたい。（三井健市民の森の会会長）

幹　事　報　告

次の書類が会に来て居ります。
1・ライラ報告書（第2回ライラ研修会）
2．いわき小名浜ローークリークラブ20年史
3．八幡ロ【タリークラブ活動計画書・活動報

告書
（⊃　ロータリー用語実価頒布について

○　蔵王温泉に於て交換学生のオリエンテーシ
ョンが8月29～30日、ホテル雲海荘、ジェト
ムス君が出席予定です。

○　張紹淵君に再度ポール・ハリス・フェロー
メダルを受けられました。

○　前会員皆川英二氏、ミナガワ楽器開店しま
したのでよろしくとの事です。

9月1日　本日プログラム

9月8日　次週プログラム

新会員紹介

入会　にあ　た　り

吉田昭利君

今度鶴岡ロータリークラブに入
会を認めて戴き光栄と存じており
ます。
丁度4年前の52年7月に生まれ

て初めての土地である当地に赴任
してまいりました。当時右も左も
わからない私に、鶴岡の多くの方

々から親切なお教えを戴き、又心暖まる励ましを

戴いたことを思い出します。都会とは異った庄内
の人情の暖さをしみじみと感じた次第です。

この4年間、職業を通じて多くの方々のご交誼
を賜わってまいりましたが、もっと巾広く多くの

方々との友情を得られる機会を持ちたいと日頃考
えておりましたところ、幸いにも今度、当ロータ
リトクラブに入会することが出来ました。

私にとってロータリーは初めての経験でありま
す。ttロータリーとは何か”、概念的にはわかって
も、本当の意味するところがわからない未熟者で
あります。又「四つのテスト」を見て大変な難問
だなあと感じてしまう者であります。

しかし、会員となったからには、ロータリー綱
領に恥ないよう努力をするつもりでありますので
会員皆々様の暖いご指導とご鞭控を心よりお願い
致します。

委員会報告 張米山奨学会委員長

先日、お願いした米山奨学金の寄附金、14，266
円でした。ありがとう。

ス　マ　イ　ル　　　佐藤衛親睦活動委員

○先日、県で入札があり鶴岡南高等学校の第1期
工事を3億1千万円で温海佐藤組、鶴岡建設協
同事業体で落札しました。又この設計をされた
のは会長の新穂光一郎さんです。

○佐藤元伸さん（荘和設備工業㈱）が温海高校の
設備工事を落札されました。おめでとう。

鶴岡西R．C

（今週の担当者　石井敬三）

鶴岡口血クリhクラ‾　別、’L　昭和ミま　h　り　　宗認　研宥・3i　6　27　353上側メ
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会長新穂光一郎　幹事藤川享胤

出席報告：会貴子壬

＆PE迅CET阜一膵濫札は紺上矧．0TARも、∫〆　　　Lぎーや転去

副会長・クラブ奉仕内山喜一　職業奉仕高岸三雄　社会奉仕川村虎男　国際奉仕斎藤利男　青少年奉仕佐藤順治

名‾出蘇缶一客‾蟹澤率葦注5％　前回缶膏率筒．87％　修正出席56名　確定出席率9296％

新たなる視点　（軍東軍慧窒喜吾妻冨警夏雲禦）

親愛なるロータリアンの皆さん。

常に感じていることだが、およそ組織というも

のは静止していることはない。進歩するか後退す

るかのいずれかである。であるからして過去76年

間に国際ロータリーがご存知のような偉大な業績

を達成してきたとはいえ、我々は人類への奉仕と

いう目的をさらに一層効果的に達成するための新

たな、そしてよりよい道を常に探し求めていかね

ばならない。

このため、今年度私は世界の諸地域のロータリ

アン7人で構成される、ニュー・ホライズン委員

会を設置した。委員の方々は、ロータリーの諸事

業の遂行にあたって献身的に努力してきたことは

もちろん、豊かな創造力と識見の持主であること

を実証してきた人々である。

このニュー・ホライズン委員会の任務は、人類

のために奉仕し、世界平和のために働くというロ
ータリーの目的を一層効果的に達成するため新た

な方法、手段そしてアイディアを研究することに

ある。そしてこの委員会は特別プログラム委員会

が開発した種々のアイディアを参考にすることが

できる。特別プログラム委員会は世界の全地域を

代表するロー一夕リアンによって構成されており、

過去数年その任務を遂行してきた。

だが、ニュー・ホライズン委員会が効果的に任

務を達成するためには、皆さんのアイディアが必

要である。

ロータリーの依って立つ基本原則は健全であり

今後我々が未来を築いていくうえでの柱であるこ

とに変りはない。しかしながら、どんな組織にお

いても、完全なものはなく常に改善の余地があ

る。したがって世界平和のた鋸こ働き人類のため

R．Ⅰ会長　スタンレー　E．マッキャブリー氏

に奉仕するという目的達成のために効率の一段の

向上をめざす、新しいアイディア、新しい方法、

前向きの革新を考えることは、健全であり、建設

的であると思う。

過去76年間ロー一夕リーは偉大な奉仕を続けてき

た。今後ロータリーはさらに偉大な存在となりう

るはずである。皆さんのアイディアがロトタリト

を一層偉大なものとすることを確信する。

理　　事　　会　　　　－9月例会－

開催目時　昭和56年9月1日11時45分

開催場所　産業会館3f、

出席者氏名　新穂光一郎君、中江　亮君

内山喜一君、藤川享胤君

渡部利夫君、高岸三雄君

川村徳男君、斎藤利男君

佐藤順治君、嶺吉光吉君

議　　　事

1．新入会員推薦、承認

松田貞夫君

㈱高砂電子機器製作所代表取締役
職業分類　電子装置製造

内海政志君
ポーラ化粧品本舗鶴岡支店支店長

職業分類　化粧品小売

2．連合年次大会審査会投票人推薦　3名

早坂源四郎君、石黒慶之助君、三井徹君

3．ジェームス君スパイク購入の件　承認

金額　1万円

4．Ⅰ．G．Fに会長以下18人登録



障害者年にちなんで

風間慶王君

「17歳のオルゴドル」町田知子よ
り　なんでこんな子産んだのかとお
母さんをせめた私。本当は私がせめ
られないといけないのにね。お母さ

んあなたはふつうの子と同じにおなかをいためて

私を産んでくれた。そのきたいにこたえられなく
てごめんなさいね。私は恋もした、かなしみに出

会えた、それらはみんな私にとって生きるよろこ
びにつながった。生まれてきてよかったです。産
んでくれてありがとう。この世ってすぼらしい所
ですね、お母さん。

例　会　メ　モ

趣　　　味

早坂徳治君

趣味のひとつの磯釣りは、足を痛
めて以来無理なので、残るは書とい
うことになる。「弘法筆を選ばず」
に対し「弘法筆の誤り」という。仲

々都合がよし表現も面白い。弘法様のように大師
ともなれば、棒切れのような、使い古しの筆でも
それなりの持ち味を活かし、見る人をして感動を
呼び、秀作品を創り出すことも可能であろう。迷
に私の場合は、後者の「筆の誤り」の連続であり
多少なりとも心の安らぎの程になればと望むだけ
である。

09月22日の年次大会、9月20日のⅠ．G．Fは会

員の自家用車で参ります。
○Ⅰ・G・Fのモデレーターとテーマがまだ未着で

すのでテーマを次会に致します。
010月9日ニューブランズウイクの市長が福井に

参りますので鶴岡にも参られますように要望書
を提出しました。

○三井徹君に台車港区R．C会長より書簡があり
11月に静岡県日本平R．Cに訪問の際、鶴岡R．
Cにも訪問の予定とのことです。

〔旦＿事報亘）
○次の書類が会に到着致しました。
①　台車港区R．C計画書、会報
②　253地区R・C認承状伝達式案内
③　年次大会信任状証明書
④　メルボルンの太平洋地域大会参加パンフレ

ット

○年次入会出席予定のR．Ⅰ会長代理ウイルアム．
E・ウォlク氏急病の為R．Ⅰ会長インク下向笠

広次氏に変更になりました。記念講演は坂上二
郎氏の「日本の未来を考える＿」

0252地区山田R・CよりttL山田の作文”の本到着

○米山記念館寄付のご依頼。
○作間ガノミナ←より土産に対し礼がまいりました

⊂由席委員套つ　馴享胤幹事
年間皆出席

17年間皆出席　早
16年間皆出席　三
3年間皆出席　黒
2年間皆出席　横

8月250％出席　1名
石黒慶之助君

9月8日　本日プログラム

9月22日　次週プログラム

8月150％出席　1名　小松広穂君
8月125％出席　4名

板垣（俊）君、三井（健）君、嶺岸君、新穂君
8月100％出席　阿蘇君外50名

〔親睦活動〕本山弥親睦委員
会員誕生

池田昭太郎君、小池繁治君、本山弥君、菅健君
上野三郎君、渡部利夫君、今野清一君

奥様誕生
三井糸様（徹）、三井順子様（賢二）、本山京子様
中江さち子様（哲夫）、渡会芳様

（ビジ　タ　ー）
酒田東R．C伊藤春夫君、竹田暫朗君
鶴岡西R．C加藤有倫君、斎藤健治君

斎藤吉雄君、三浦正志君
一【いい－′■・り　、、り′′■ヽ．・、r一一′1日t■ヽノ■・．，、、L一．′■ヽ．、、り一′・．，・・ヽJハhJヽ．．．、r．■■ヽ‥い′＿′′、・・

9月（ながつき）の暦
9月1日　二百十日　防災の日　総合防災訓

繰　第3回R．C理事会
県老人福祉大会（文化会館）
鶴岡市第
白露

3回健康のつどい

中秋名月
青少年活動週間始まる
敬老の日
彼岸入り
庄内分区LG．F開催（余目）
秋分の日
東北3地区連合年次大会
県知事選挙

三笠宮寛仁親王殿下ご講演並びに
合同交歓会のお知らせ

1．と　き　9月17日（木）午後5時より
2．ところ　第一イン・鶴岡　2階鶴の間

交歓会はご講演終了後催します。

（今週の担当者　菅　　健）

鶴岡拉一一ダリ…クラ1牒航■′＿　椚和訳．659　　承表′誓、管和うj～（主＿　27　353地車

事務局　鴇岡「折損場牒†　濠郡帥汗意謎剰勺＋電霜i　は娼麺7711
例会場　矯隙膵灘呵物踵解　用誓ノ六一一一ノL　例会「1毎凋九掛目　T緒：H∴潮卜」∴狛
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全長新穂光一郎　幹事 藤川享胤　副会長・クラブ奉仕 職業奉仕高岸三雄　社会奉仕川村虎男　国際奉仕斎藤利男　青少年奉仕佐藤順治

出席報告：会員71名　出席50名　出席率70．42％　前回出席率91．55％　修正出席69名　確定出席率97．18％

三笠宮寛仁親王　ご講演

社会福祉法人友愛十字会総裁

場　所　第－イ　ン・鶴岡

諸外国の福祉活動と比較して、我国の福福活動が劣っている面は、施設面ではなくて我々国民の障害者
に対する見方だと思います。

それは障害者に対して同情の目で見る事や、かわいそうと思う事。健常者が障害者に対して施しの精神
で行う事。最も酷い事は差別をする事です。これからは、これらの事を無くすようにしなければなりませ

ん。日本の皇族はいろんな意味で差別されて居りますが、反面別な意味での自由さもありますので結構楽

しくやって行けます。障害者に対しても障害そのものを現実的に認めてしまって†’あなたは車椅子です

ね”とかtt脊椎損傷ですね”とはっきりと聞いてから付き合うようにした万が良いと思います。福祉活動
に対する考え方ですが無理にならないようにしながら余裕をもって行うべきで、自分の出来る範囲で協力
してもらいたいと思います。障害者に対しては正しい理解をする事が必要です。

我が福祉の仕事に携わる切掛けとなったのは或障害者の発表会に行って言語障害の少女の朗読を聞いて
からです。その少女はたどたどしく相当の時間をかけて朗読を行い最後にtt私の話を最後迄聞いていただ

きありがとうございました’’と言ったのです。それまでの私の障害者への対し方は言語障害者にはなるべ

く話をさせないでやるのが思いやりだと間違った考え方をして居りました。

時間の余裕さえあれば言語障害者の話を聞いてやるのが最大の手助けになるのだと気が付いたのです。

障害者の残存機能を向上させる為に手助けする事が最も重要なのです。
私のスキーの先生は片手がありませんが、スキーの技術員（スキーの指導員を教える先生）の資格をも

って身障者手帳もなく頑張って活躍されています。身障者といえども努力する事によって充分社会に通用

する技能を身につける事が可能なのです。これからの福祉活動は身障者と健常者が一緒になって残存機能
の向上をめざして努力が出来るような環境を作り上げて行く事が大切な事だと思います。身障者に対して

ほ同情する事でもなく、施しの気持でもなく、障害を持っている者も健常者も共にボランティアをしなが

らお互にギブ＆テークの精神で社会に役立つ人間にならなければならないと思います。身障者が今後めざ

すべき事は真の意味で独立しプロとして立派に社会に役立つ人間になれるように努力する事が大事です。
障害者の方々も健常者がやっている事に対してもっとトライして見る事が必要で、今迄の既成概念にと

らわれずにどんどん健常者の社会に入り込むべきだと考えます。スポーツの面や演劇、音楽の面でも、も
っと工夫を凝らして見る必要があります。福祉活動の中で寄附は出来るだけ一時金ではなく、長く続けて

やる事が最も効果的な方法です。見栄を張ったりして無理をせずに自分自身の仕事を完全に行ってなお余

裕のある者が楽しく福祉活動を行うべきです。上からのおしつけや義務感等で行うべきではありません。

政府の福祉政策は正しく行ってもらいたいと考えております。福祉のやりすぎはいけないと思います。
イギリスやデンマークは少しやりすぎだと思います。日本の福祉政策はよりベターをめざしているので決

してベストだとは思いませんが、最悪だとは思っておりません。行政体の市に対しては政府政策を茎にし
て人間的なつながりを重視して正しい予算を付けてもらいたいと思います。例えば老人ホーム等の建設に

際しては自然環境のみを重視して家族とのつながりや他の人々とのつながりを考慮しないのでほ真の福祉
にはつながらないと考えるからです。

最後に我々民間ができる事は啓蒙活動が最大の問題だと考えられます。正しく障害者を理解する為にあ
らゆる機会をとらえて、障害者の話を家庭等でも話題にして思いやりのある子供に育て上げる環境を作る

事が必要だと思います。福祉活動は専門家だけが行うのでほなく、みなさんも障害者の方々も一緒になっ
て続けていく事が大切だと思います。

－1m「　　．一一」－　　　l一一　　　一」一一　　、【一‾ち　－
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石壕敏彦君

父の仕事の関係上、私の小学1年
生の一年間は朝場第三小学校に通学
した。その後、鶴岡を離れ51才の年
になるまで殆んど鶴岡に来る機会は

得られなかった。しかし5年前から
今度は仕事の関係で再び当地に居住

することになったが、友人も無く、何かしっくり
行かないものがある。

幸い今回、ロータリアンのメンバーに加えて頂
いたのを機会に、ロータリーを通じて良き友を得
たいと考えています。先輩諸兄のよきご指導をお
願い致します。

モ　　ー∴∴．∴一一・∵

池田　　弘君

入会して早一年近くなりますが、
観念的には解っている事とは云え、
未だ五里霧中と云う処。スポーツで
云えは基礎技術に4、5年かかる事
を思えばその中に理解出来て行く事

子供の時、丹毒で死帰りして以来、約55年間病
気に罷る事無く大威張りで来た小生、今度の病気
はショックで手術も7時間とか、健康管理には充
分反省しなければと思い乍らも元来呑ん気な小
生、手術の翌日より全然何もなかった前の状態に
戻った事をいい事に全然反省の色無しと云った昨
今の小生です。

例　会　メ　モ

09月17日に、当クラブスポンサーに依る、中学
校・高等学校の英語弁論大会が青年センターで
行われます。会長が出席予定です。

011月22日に台車港区R．Cメソ／ミーが来鶴の予
定です。

○先日出したニューブランズ・ウィックへの手紙
の内容を発表。（来鶴要望）

09月27日、余目R．Cよりゴルフ大会の案内が
来ておりますが、地区大会の同じ日になってい
ます。

○〕lrl15日、八幡クラブ10周年記念式典への案内
を兼ねて3名の方々が当クラブにメークされま

〔旦＿旦旦旦〕
1・鹿児島西ロータリークラブより会報到着。
2．Ⅰ・G．Fのモデレーターとテーマが決まりま

した。

㊦クラブ奉仕　　半田茂弥氏（鶴岡西）
○会員増強地区全体の伸びなやみを解決する

ためどうするか。

㊦　職業奉仕　　伊藤春夫氏（酒田東）
○現況経済における職業奉仕とは

㊥　社会奉仕　　菅原鉄之助氏（温海）
○地域の理解と認識を深めるには。
○地域のニーズに応えるには。

㊤　国際奉仕　　加藤国雄氏（遊　佐）
○ロー－タリーを通じて世界理解と平和を実践

する最も効果的な方法。
3．昭和56年度田川地区中学校・高等学校、英語

弁論大会開催
9月17日（土）　AM9：00～PM3：00

鶴岡市青年セソター於。
スポンサーとして当クラブより賞状、カップを

贈呈致します。
4・次回例会9月15日は祭日にあたりますので休

会致します。

9月22日　本日プログラム

9月29日　次週プログラム

鶴岡ローターアクトクラブ

会長　高橋茂雄君

決まるまで難航をくり返していた昭和56年度
R．A．C年次大会が鶴岡R．A．Cをホストクラブ
として、昭和56年11月22日、23日に湯の浜の亀崖
ホテルを会場として開催することが決まりまし

た。急に年次大会を開催したいと申し出て大変ご
迷惑をおかけしました。これからも準備が進んで
いくにつれて色々なお願いをしてご迷惑をおかけ

することがあるかと思いますが、よろしくお願い
します。
現在は実質13名と少ないクラブ員一同で、力を

合わせて年次大会を成功させようと精いっぱい努
力しています。しかし年次大会を開催するにして
も、通常の活動を行う場合にも、20名位の会員
が、一番良いと思われます。なんとか20名位に増
やしたいと私達も努力していますが、ロータリア
ンの方々のご協力をよろしくお願いします。9月

19日、本町一丁目、中国飯店を会場として鶴岡ロ
ーターアクトクラブの0．B会発会式が行われま

す。多くの方々の参加をお願いします。

親　睦　活　動

09月15日の敬老の日に喜寿を迎えられました方
々に記念品を贈り、今後ますますお元気で後輩の

・こ′．．′．′ニ■■書r牽■′7；．．㌧■二軍霧子′．／ノ■

ビ　ジ　タ　ー

八幡R．C　　大島孝也君、佐藤杜也君、阿部喜
久男君

温海R．C　　石黒実君
鶴岡R．A．C　高橋茂雄君、佐藤温子君

庄内分区1．G．F（余目）報告会
東北3地区連合年次大会（郡山）報告会

駅購い7－一㌢リー一夕ラノ別声二　間欄凋tIL　9　　承認　擬撒」3」．6皐　27　35こう矧六、
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出席報告：会員72名　出席54名　出席率75．00％　前回出席率71．83％　修正出席65名　確定出席率91．55％

L G・F　報　告　　　　　　56．9．20　於余目中央公民館

板垣広志君　クラブ奉仕吾肝ヨ　チームリーダー　　　　加藤PG・早坂PG
モデレーター鶴岡西R．C　半　田　茂弥君

（テーマ　会員増強　地区全体の伸び悩みを解決するにどうするか）

地区としては現在3，398名で前年比140名の増であるが、庄内分区としてほ年間5名の減である。それを

どうするかという事が今回のテーマでした。そして解決策としては次のような事、挙げられました。

◇プログラムの内味を濃くする。　◇食事をもっと魅力的にする。　◇若い会員を入れて行動力のある
クラブにする。　◇R．Cは経営哲学の勉強の場と考え、自分で何かをつかむ努力をする。　◇シニアメ
ンバーの後任を早く決める。等々が話しされました。私、考えますに、要するにクラブが会費以上に魅力

的なものであればよく、そのように私達が努力する必要があろうかと思うのですが、どうでしょうか。

高岸三雄君　　職業奉仕部門　　モデレーター酒田東R・C　伊藤春夫君

（テーマ　現況経済に於ける職業奉仕とは）

この部門には当クラブとして張先生と吉田さんと私の3人が出席しました。テーマは現在不況経済にお

いて職業奉仕問題が多岐多様に拡がって居りますが、今回は4つのテストをどうみるか、その活用の問題

と　tt職業奉仕4つの反省”という事を話の中心にして行なわれました。それは顧客に対して…、従業員に

対して…、それに競争者に対して…、協業者に対して色々の場合を想定した事例と各会員からの質問等が
ありました。詳しくは記録が出来るようですので見て戴きたいと思います。会合についての私見ですが教

室方法よりほ円卓方式の方がよかったと思います。又張先生が発言されて皆さんに大変感銘を与えた事を
報告しておきます。

三井　　健君　　社会奉仕部門　　モデレーター温海R・C　菅原鉄之助君

（テ【マ　地域の理解と認識を深めるには）

35名程の出席者がありテーマに沿って話がなされましたが、役割としてほ　◇地域のニーズのアンテナ

役として。　◇行政がやれなかった事の落穂拾いとしての役割。　◇社会啓蒙としての立場をもって行動
し、各種団体と共に実行したり、あまり効果はないが新聞記者を例会に嘱託して参加させる等が行われて
いる等ありました。要するに地域に理解して貰うには各ロー一クリアンの職場での信頼、そして信頼される

行動が集積されてクラブの理解と認識を形成すると思った事でした。

藤川享胤君　　国際奉仕吾肝ヨ

交換留学生につき大変熱心な討議がなされました。私共のクラブからホストファミリーになってくれる
会員がなくて困るという話題を出した処、殆んどのクラブもこの問題で悩んでいるとの事で、酒田クラブ
の発言で、会長・幹事・国際奉仕・青少年委員長が率先してやるべし、との意見でしたがそれも難かしい

事です。八幡R．Cでは月3万円の補助を出して会員外に泊めているようです。又こちらから送った留学

生の場合、アメリカではホストが決まってなく、関係ない処を転々と替わるという例もあり、国際理解と
いう点からほ、素晴らしいプロジェクトではあるが、考える時点に来ているようです。

その折、会員の家に泊める事を付帯して交換学生の是非のアンケートをとりました処9割の人が反対と

なりました。地区で一考してもらいたいものです。
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川村徳男君
先日、若い女子職員に『今、所

長は何を生きがいとしています
か』と、だしぬけに聞かれて返答
に窮してしまった。ついこの間ま

では、子供を一人前に社会に送り
出し、また、娘のよき相談相手と

なって良縁を得るのは親の務めとし、それを目標
として生活に対処してきたが、その務めも終った
今となって、意識するものとしては格別のものは
無いように思う。自分の損得も省みずに仕事に精
魂を傾けるという年令ではなくなったが、職業
柄、良い仕事をしてお客さまに満足していただく
ことが、目下のところ最大の喜びでしょうか。

（会長報告〕
01981年度太平洋地域会議11月26日～11月29

日メルボルンで行われます。
0　9月11日　産業会館に於いて庄内空港建設期

成同盟会鶴岡支部設立総会があり出席しました。
0　9月13日　青年センターで鶴岡J．C創立15

周年記念式典が行われ出席して参りました。
0　9月17日　青年センターで田川地区中学・高

校英語弁論大会がありました。
0　9月17日　第一インで三笠宮寛仁親王殿下の

講演会があり感銘を受けました。後歓迎レセプ
ショ　ン′

0　9月20日　余目中央公民館で庄内分区インタ
ーシティ・ゼネラルフォーラム

C）9月19日　中国飯店でローターアクトクラブ
OB会発足式

○　年次大会の27日は県知事選挙、出席者は不在
者投票を．′

0　9月14日　台中港区R．Cへ招待状
八幡R．C創立10周年記念11月15日（日）

012：00八幡町中央公民館

委員会報告 上野親睦活動委員

○月光川家族親睦会のご案内
10月25日（日）　遊佐R．Cと合同例会を兼ね
て実施する予定ですが、9時30分出発。途中酒
田北港、火力発電、住軽を見て11時30分点鐘一
会食、2時鮭船を見学、4時30分帰着。詳細は
後日郵送します。
遊佐R．Cとは初めての親睦行事ですから会員
は勿論家族の方も多数ご出席お願いします。

（ス　マイ‾ル）

○佐藤順治君－3男佐藤泰三さんが去る9月13
日名古屋市に於て結婚されました。

○笹原桂一君‾お嬢さん票差董たこ葦撃謂の

英語弁論大会で夫々第1位を受賞されました

本屋のたわごと　　小池繁治君

読書のメリットは自分の楽しみだ

けでなく、結果として知的見聞をひ

ろげて行く。本を読むことは旅行と

並んで、文人の話を良く聞くことと

共に自分を啓発する最良の手段であ

り、若さを保つことにも役立つとほ先人の多くが

説いている。毎年秋に読書週間が催されるが、私

は読書習慣になることを願っている。多くの人々

から読書を習慣にして頂くことに本屋としてのメ

リットを期待しながらである。

例　会　メ　モ

○新入会員、松田貞夫さん（高砂電子機器製作所
一電子装置製造）渡部利夫君の紹会で入会され

ました。詳しい紹介は次号で行います。
○鶴岡ユネスコ協会拡大を計る方途を考えて行き

たいと三井徹さんが話をされ、併せて会費納入
方をお願いされた。

○小松広穂さんから次の件報告ありました。
次年度第253地区協議会が明年6月19日、20日
行なうに付きそのホストを天童R．Cにお願い
して、その引き受け内諾を得て居りましたが、
正式に去る9月11日、12日に天童R．Cを石黒
G．N、小池君、小松君の3人が訪問し快諾を
得て参りました。尚、地区協議会は鶴岡R．C
がホストになり委員長は天童クラブより、副委
員長に小池君が当
んの協力をお願いし

幹　事　報　告

01982年度ロータリー・カレンダー並びにダイア
リーの申し込みが参っております。カレンダー500
円、ダイアリ【、1，000円申し込みは山下さんに。

OR．Ⅰ第252、253両地区インターアクト合同研
修交歓会旅行は次の通り。
日時10月17日（土）、18日（日）1泊2日
場所　岩手県胆択郡金ヶ崎　鶴工より5名、工

専より4名参加する。
057年度米山記念奨学生募集についてのご案内
○年次大会表彰者ご案内9月26日歯科大学講堂於
20年間100％出席者　三井徹君、嶺岸光吉君。
10年間100％出席者　富樫良書君、小松広穂君、

佐藤順治君、市川輝雄君。
9月27日　総合体育館　於いて新ポール・ハリ

ス・フェロ一　票谷正夫君

米山功労者　張広重さん、張紀久代さんが表
彰受けます。

ビ　ジ　タ　ー

鶴岡西R．C佐藤成生君、原田行雄君、三浦正
志君、加藤看倫君

9月29日　本日プログラム　　　　東北3地区連合年次大会（郡山）報告会
10月6日　次週プログラム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（今週担当　石井敬三）

矧弼丁二一一クリークラブ創－■′：職制封．6．9　　承認　昭和3む（L　27　353地】八
・が　厳　FF‘ニl　鶴岡市馬場田」　鴎勒絹】会議所内　包［．薫　0235軸7711

例会既・　鶴岡苗馬場町物産鱒　3押巨ナノし　例　会　日　毎遇火曜】　デ†二後12∴うり、ト’；i竜
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会長新穂光一郎幹事藤川享胤堅牢空ア撃内山喜一職業奉仕高岸三雄社会奉仕川村虎男国際奉仕斎藤利男青少年奉仕佐藤順治

出席報告：会員72名　出席58名　出席率80．56％葡画出席率75．00％　修正出席67名　確定出席率93・06％

東北3地区連合地区大会報告　56．9．26、27於郡山市

会　長　新　穂　光一郎君

26日2時より会長・幹事会に出席しました。其の後にシンポジウムがあり

まして次期開催地のR．C会長として皆さんに挨拶致しました。後で藤川君

と横田君から横断幕に「来年は鶴岡で合いましょう」と書いて上げて頂きました。有難うございました○
シンポジウムのテーマは「我ら東北人の良い面と悪い面」でした。最初の講師は青森ご出身の直木賞作

家の長都日出雄さんでした。話の中で面白いと思いましたのは棟万志功さんの古くから日本の権利に反抗

的でゴッホになりたいと努力をしておったそうです。人間的には大きい面があったと言います。2番目に
は東北大学教授の高橋富雄さんで、テーマは「平泉文化の藤原3代と東北人らしさ」という話でした。平

泉時代に都より遠く離れて文化の花を咲かせたのは大変であった。学ぶべき処が沢山あったと言っており
ました。次に伊達政宗の和歌を2つ紹介しました。当時の武将では文化的には一番勝れておったと言って
おりました。最後に上杉鷹山公の話しで伝国の辞を紹介されました。

伝国の辞　○国家は先祖より子孫へ伝え候国家にして我私すべきものにはこれなく候
○民は国家に属したる人民にして我私すべきものにはこれなく候

○国家人民の為に建てたる君にて君の為に建てたる国家人民にこれなく供
3番目に郡山の三谷晃さんの話で、松平容保の話でした。朝敵とな

は粘りはあるし、此れからの時代に東北にも手を延べて貰いたい皆さ

した。

り白虎隊の悲劇を生みました東北人
んも頑張って下さいと言っておりま

ガバナーノミニー　石　黒　慶之幼君

郡山大会は出席者2，971名のロータリアンとその関係者が参加し、10月25口諮問委員会とR．Ⅰ会長代理

歓迎晩餐会、26日は会長・幹事会、シンポジウム、地区別集会、地区内全員懇親会、27日は3地区連合年
次大会のスケジュールでありました。全体を通しその規模といい、会員家族あげての心からのご歓待、或
は食事など最近にない立派な大会でありました。さすがに東北地方のロータリーの最先進地としての貫録

と面目を示されたと思います。私は明年度のた鋸こ失敗談を敢えて申し上げます。

大きな行事にはハプニングはつきものです。その2、3を報告いたします。

喧）交換学生他紹介
私は時間直前に原稿を渡された。その原稿はカナ書きの外人名であり所属R・Cも出身地も書い

てない不備なものでした。私が前以って調べた資料と変っている。ファーストネームとセカンドネ
ームが代っていたり、原語がなくカナ文字だけなので発音も出来ない。どうしてゴマカスかで精一

杯でした。一他山の石とされたい。

②　小さな親切・大きな迷惑
早坂P．Gには常にお世話になり、ロータリーの私の恩師であります。いささかでもお役に立て

ばと考えて先生のお荷物を、お帰りの時便利なように私が勝手にお荷物をステージまで運んでしま
いました。先生に連絡しようと思っても何処におられるか判らない。その内時間が切迫しステージ

に帰りました。先生はそのバックをさがしても見当らず、大変お困りになったようです。本当にご

迷惑をおかけしました。

③　坂本二郎氏　　特別講演「日本の木来を考える」
講師は今まで記憶にある元気な姿ではなく、病み上がりの老人に見えた。講演中コップの水を何

回も飲みながらスピーチするとロレツが廻らない。何を云っているのか聞きとれない。座席からザ
ワメキが出る。1時間予定の講演だったが…30分位で作田Gは講演中止の指令を出す。難局に処す

大英断であった。いずれにしても素暗しい立派な大会でした。

靡閻檻空港　竃整鼓　もrニ′′　　し㌧蓑∴雪



三　井　　　徹君

大会幹事の郡山R．Cの山ノ井さんは私の古い
友達ですので色々な情報が入って来ましたので報
告申し上げます。クラブ会員の叡智、アイデアを
結集して積極的に活動しなければ大会は出来ませ
ん。それが良く出来たと山ノ井さんの話でした。

特に婦人の参加が非常に良く行ったと言っており
ました。40名位が出席しておりました。大会は良
く行って当り前でミスがあれば指摘され批判され
ます。そんな気拝で事に当らなければならないと
感じさせられました。今度の大会を全体から見ま
して会場の設営とか装飾など非常に感じよく本当
に適当な設営だと思いました。

山ノ井さんは講師の坂上二郎氏の病気は知らな
いでお願いしたのだそうです。お詫びしておりま
した。又弁当の件ですが3業者に発注したので3
硬質の弁当があり、一人で2種類持って行かれた
万があり弁当が不足しまして大変失礼致しました
とお詫び致しておりました。新聞が立派なものが
出来てお
なうと言

りまして、此れを見まして地区大会を行
う事はロータリーの絶好の広報活動の磯

会であると考えました。読んで鬼でリークリーの
説明が充分でないようでした。インターアクト、
ロ・一夕←アクト、交換学生の記載がありませんで

した。次は会場の件ですが全部の使用が出来ず
に、一部が別れたために「友愛の家」があまり良
く出来なかったのが残念でしたと山ノ井さんが言
っておりました。大きな大会ですので止むを得な
いと思います。

（例会メ　モつ
09月26日、27日の両日郡山市で東北3地区連合
年次大会が行われました。当クラブより17名が
参加しました。

010月4日ニューブランズ・ウィック市より市長

を含む5名が来日し、東京のホテル・ニュー
オータニで鶴岡市長主催の晩餐会が開かれます
ので会長が出席致します。

○ジェームス君夏休み活動報告

幹　事　報　告

会報到着一遊佐ロトークリークラブ

日

登

クリークラブ10周年記念式典へのご

11月15日（日）

午前10時　　点鐘11時
会　場　八幡町中央公民館
お申し込みは事務局の山下さんまで。

3．庄内分区ゴルフ大会のご案内
日　時10月17日（土）

場　所　湯野浜カントリークラ
コンペフィー　　2，000円

10月6日　本日プログラム

10月13日　次週プログラム

コンピューター犯罪

黒谷　正夫君

三和銀行女子行員のオンライン

利用の犯罪が発覚した。私共専門
家からみれば単純なものである。

併し、単純だからこそ、事前対策
が困難であり、この種の犯罪は、

この事件が引き金になって今後増加するであろ

う。

プログラム利用の犯罪は防止はできても、オン

ライン利用の犯罪防止は困難である。私は娘に、

保証とカード利用はしないように注意している。

便利より、安全を選ぶのが自分を守る道であるか
らだ。

〔新会員紹介〕

入会　に　あ　た　り

松田　貞夫君

この度ロー一クリアンとして、鶴

岡ロータリークラブに入会を認め

られ光栄と存じております。

去る9月22日例会に初出席の際ご

披露致しましたように、私の妹が戦時中の学童疎
開の引率者として、又母が空襲被災疎開者として

終戦までご当地の皆様方に大変お世話になりまし
た。

奇しくも私も昭和52年5月、当地の子会社に出
向を命ぜられ赴任してまいりました。あまりの奇

縁に驚くと共に疎開中色々と暖くお世話になった

母や妹になり変わりご恩返しをと考え、この度入
会させて戴いたことは、私にとりまして誠に有意

義に存じ有難く思って居ります。

私といたしましては現在の会社を、地域社会に

密着し、奉仕する立派な会社に育成することこそ
報恩の第一義と念じている次第でございます。
ロータリアンとして初めての経験でありますが、

ロータリーの綱領を体し、自らを律っして努力致

したいと存じますので会員の皆様の暖いご指導と
ご鞭蛙を衷心よりお願い申し上げます。

ビ　ジ　タ　ー

（鶴岡西R．C）笹本森雄君、佐藤拡君

訂　正　前回会報の例会メモ中、小松広穂さんの
報告にホストになりをコ・ホストになり
と訂正致します。

（今週担当　菅　　健）

矧岡一一一一クリ一一クラバ鉦立　脚和封．藍う　9　　承認　昭和31．6。27、；5こう細入
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例会墟　矧拙F里蛸「物渥澤て：潜　－ル　桝　六　㌢　毎勘ノ（曜日　ノ羊攣12∴榊、1－†

1
　
2 八

案
ロ
　
時
録

幡
内



全長新穂光一郎　幹事藤川享胤　副会長・クラブ奉仕内山喜一　職業奉仕高岸三雄社会奉仕 川村虎男　国際奉仕斎藤利男　青少年奉仕佐藤順治

芸表芸箋≡葦琴萱堅萎≡誌軽率垂毎軽云≡彗璽室垂垂 ミ93．06％

米山記念奨学会週間について

国際ロータリー253地区ガバナーノミニー　石　黒　慶之助君

米山週間は10月1日～7日の週間であり、その期間の例会において、何か米山梅吉先生について、或い
は米山記念奨学会について会員の関心を高める行事を行うことになっています。
皆様ご承知の通り米山梅吉先生は大正9年（1920年）に東京ロータリークラブが日本で初めて誕生した

時のクラブ会長であります。現在、世界第2のロークリト大国となったロータリーの生みの親と云っても
過言ではありません。ロト∵タリーの日本での普及の先駆者であります。Seruiceabaveself＝超我の奉

仕＝米山梅吉tt自我に先立つサービス’’昭和28年東京R．Cが米山ファンドとして発足した奨学会は現在、
財団法人口一夕リー米山記念奨学会として文部省の認可を得て、民間の奨学会としては国内最大の財団に
なっております。米山週間は最近まで先生の命日である4月28日を含む週を当てていたのですが、R．Ⅰ
の雑誌週間が4月19日～25日と指定され、天皇誕生日などの祭日、その他の行事と重複するので10月1日
～7日に変更されました。

わが国へ国際ロータリーを導入した米山梅吉という人はどんな方であるか？慶応4年2月4日、東京
・芝・田村町の武家屋敷で、高取藩士和田竹蔵の3男として生まれました。4才の時父が他界したので伊

豆の三島へ移った○それは母（うた）が伊豆三島神社の宮司・日比谷氏の娘だったからであります。小学校
は駿河国・駿東郡長泉村の映雪舎で学んだ。学業は成績抜群であったようです。そこの土地の名主をつと
めた旧家、米山藤三郎の養子に懇望され12才で、米山梅吉と姓が変わった。しかしまだ入籍していない。
14才になって沼津中学校に入学し、英語・漢文・数学を身につけた。16才になって、青雲の志を抱き、無
断で家出した○沼津から横浜まで一人で歩き、横浜から汽車で東京へ出ました。銀座の江南学校へ移り、
更に土居光華先生の塾に移りました。米山少年は親からの資金援助を受けることなく、学僕しながら勉強
した。アメリカではスクールボーイをしながら大学へ適えると聞き、米国留学の決意を固めたのもこの頃
からです。彼はそのため昼間は勤めに出て、夜は銀座の福音英語学校へ通って渡米の準備をすすめた。

19才の時、青山の東京英和学校（青山学院の前身）に入学、米人ニコールバックについての英会話、本
多庸一先生よりのキリスト教的教育を受けたが、これが彼の将来に大きな影響を及ぼしています。梅吉少
年は明治20年10月6日改めて米山家へ入籍する。そして21才の時アメリカへ渡ることが出来た。米国では
福音会というメソジスト派の伝導機関に身を寄せ、ここで種々教導を受け、カリフォルニア州ベルモント
・アカデミーに入りスクールボーイをやりながら大学進学への準備をします。将来神学伝導を推められた

が彼はこれを断わりオハイオ州のウェスレアソ大学へ入学、更にニューヨークのローチェスター大学へ転

校します。すべて学資を稼ぎながらの勉強であったそうです。
明治28年、米国で8年間の勉学を終えて帰朝する。先ず新聞記者を志す。福沢諭吉の時事新報が第一段

であるが当時発行部数も少なく待遇もよくないので断念し、自分で「提督ベルリ」を博文館から発刊す
る○その題字を勝海舟に書いてもらう。日本鉄道会社に就職したが薄給で結婚も出来ない。29才の時、藤
田四郎氏や井上馨侯爵の肝入りで三井銀行へ入社することが出来ました。彼はここで初めて生活が安定し
ます○その頃春子夫人と長女愛子さんの3人で家庭を持つ。銀行から彼の有能な才覚と国際性の視野が認
められ、入社間もなく神戸支店次席、更に神田支店次席と昇進し、欧米銀行業務視察の出張命令を受ける
（約1年2ケ月間）。35才で支店長に抜擢され、更に40才で大阪支店長兼取締役となります。
大正2年46才の時第3回の外遊（シベリヤ経由パリ行）し帰朝後、外資導入、外国課新設、為替業務開

始する○大正6年（1917）50才、政府の財政経済視察団々員として渡米、この時テキサス州ダラスで三井
物産の支店長福島喜三次氏と知り合い、共に正月を迎えます。福島喜三次氏はダラスR．C会員であり、
彼に国際ロー一夕リーのお話を聞き、何んとか日本にもロータリーを作りたいと考えた。R．Ⅰ本部でも日
本にロータリークラブを作りたい気運であったので2人で日本へローータリーを作ろうと考憩をねる。その

後3年にして、よくやる東京R．Cが誕生する。
その初代会長が米山梅吉氏、初代幹事が福島喜三次氏に内定し大正9年（1920年）チャーターメンバー24

名で発会しました。今から60年前の10月20日であります。現在353名の会員を持っています。米山さんは
初めてのロータリアンの選考に当っては、各職種毎に超一流の人物を選んだ。これが今日までの日本のロ
←∵クリークラブでは増強については量よりも質という考えに定着させたと思っています。



ひ　と　り　ご　と

小松広穂君

余程名前だけ書いて白紙の原稿を
出そうかと思ったが、石井会報委員
長の顔がチラチラしてそれも出来な
い。地区副幹事なんて引き受けた処

4月より地区大会迄郡山（ガ／ミナー事務所のある
所）に通う事6回、その為ロータリーの事なんか
わからない女房にはこれ（小指）が出来たのでは
ないかと疑われロークリウイドゥと嘆かれ、まこ
とに具合が悪い。

これから一年半も続くかと思うと、「時間を捧

げよう奉仕の為に」と誰かが言われたが難しい事
だ。

（会長報告）

○鶴岡市姉妹都市アメリカ
訪日歓迎夕食会に出席。

ユーブランズ市長

1981．10．4ホテルオータニ・タワー40f、パルゴ
ーにてニューブランズ・ウィック市長、ラトガ

ース大学長等を囲む晩餐会が鶴岡市長主催で行

われた。
出席者　市長ジョン・A．リンチ、学長エドワト

ド．Jtブルースタイン、加藤紘一代議

士、建築家ドーン・ガタルツ、斎藤市

長、佐藤議長、山形新聞社、その他

〔幹事報告‾）
○各クラブの例会変更のお報らせ。
○国際障害者年記念県民の集い開催について11月

6日（金）山形市・山形厚生年金休暇センターに
てご出席を乞う。

○社会奉仕研究会開催について
10月24日（土）山形市あこや会館にて13時点鐘、

登録料2，000円

出席義務者はクラブの社会奉仕委員長並びに3
年末満の会員より1名以上。

〇第3回クラブ協議会開催
10月20日（火）4時産業会館前発場所三瀬・琴平
荘、登録料3，000円

○理事会決議
新入会員吉田、松田両君S．A．Aに所属決定

○次回（10月13日（火））例会は職場訪問はNHK
鶴岡放送局12：30分

○今日の米山週間の募金は14，276円

ロータリーは人々の

心に受け入れられるか

三井　　徹君

此の度の3地区連合地区大会で、
4年振りに岩谷堂R．Cの北條公則
君と会って、ゆっくり話すことが出
来て楽しかった。彼が努力して設立

した江刺高校Ⅰ．Cは10年以上経った今も60名定
員満杯で沢山の希望者を制限しているという盛況
である。此れは彼が先生にも生徒にもロータリー
を頒ち続けて、受け入れられた結果である。私よ
りも年上に見えるが、益々元気で情熱を持って活
動している。当地区のⅠ．Cが今年度は第252地区
の彼の処へ研修に行くことになった。ロ←一夕リー

は実践しなければ価値が生まれない。

〔翠睦活動〕鞭活動委員会
○当クラブ会員早坂源四郎君、市政功労者表彰〝
10月1日鶴岡市の市制施行記念日に於て「商工
業の振興に寄与」の功績により表彰されました

○当クラブ会員三井健君「市民の森の会」を代表
して感謝状の表彰〝　「市の木一庄内柿、けや
き　市の花－さくら」と決定

010月25日遊佐R．C合同例会、兼ねて会員家族
親睦会開催、多数で参加をお願いします。

09月30日石川寿男会員、栗生島で1尺4寸5分
の黒鯛を釣り上げた（スマイル）

（⊃会員誕生
秋野君、石井君、石川君、川村君、中江君、佐
藤（元）君、富樫君、山口君、吉田君
奥様誕生
石井博子様、池田絢子様（弘）、三浦明子様、斎
藤修子様（得四郎）、佐藤登久子様（昇）、佐藤康
江様（元伸）、鈴木須美子様（弥一郎）、玉城常磐
様、山内キミ様

出席委員会

5％

0％

5　0　5　0

％

％

石黒慶之助君
新穂光一郎君
張君、藤川君、市川君
125％　9名　100％39名

〔二＿誓∵ジ？＿三⊃
（鶴岡西R．C）菅原松雄君、八幡慶二君、加藤

有倫君
■一・ノ‾－いl‘ヽ．′一・．、l　、、り・．′ヽ．tH・J■・日、■ヽノり．．1、・一‘一．′ヽ．1日・Jr・，、、▲ヽノり…　、1日・．′ヽ．．小一′J

l0月（神無月）の暦
鶴岡市市制57周年記念
体育の日
国際障害者年、障害者福祉都市指定
記念行事、作品展会場中央公民館
職場訪問例会NHK鶴岡放送局
庄内分区ゴルフ大会湯の浜C．C
第27回鶴岡市駅伝競走大会
第3回クラブ協議会　三瀬・琴平荘
遊佐クラブ合同例会

します赤い羽
1日から

板共同募金運動」

（今週担当　早坂重雄）

鶴岡ロータリークラブ創立　昭和34．6．9　　承認　昭和34，6．27　353地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235餉7711
例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後12．30～1．30
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冶長新穂光一郎
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幹事藤川享風　音会卦クラブ奉仕内山喜一　戦業専任高岸三雄　社会奉仕川村徳男 国際奉仕斎藤利男　青少年孝仕佐藤順治

職　場　訪　問　例

（NHK鶴岡放送会館）

ノゝ
苔

0職場紹介　今野局長より

このNHKは全国ネットの放送局です。その外

にローカル放送も受持って居りますが県単位で放

送致して居ります。

受持時間は一日平均テレビが1時間27分、ラジ
オ第一放送で2時間10分、FMで1時間50分ロー

カルサービスを行って居ります。

受持地域は庄内地方の14市町村で約85，000人の

視聴者を対象と致して屈・ります。
取材拠点としてニュースの取材が中心になって

居ります。局内組織は放送部・技術部・営業部・
庶務部の4部制になって居ります。

ニュースは月平均テレビが110本。

全国参加2本等、NC9や朝のニュ
ースワイド番組に参加致して居りま

す。

鶴岡放送局の歴史は

昭和16年に臨時放送局として発足

昭和21年4月に正式発足

らの準備が非常に大切です。
NHKは内閣総理大臣より災害時の災害公共機

関に指定されて居ります。災害基本法に基づいて

放送するわけですが、NHKは非常災害の場合は
いかなる困難をものりこえ関係行政機関と協力し
て情報の収集と公報活動に当たらなければならな

い事を義務づけられているわけです。この点が民

間放送、商業放送とか新聞等の報道機関と違うと
ころなのです。

義務づけられているからには、公共機関よりの

発表資料の最優先の配布、報道放送活動の為の臨
時放送室等の確保、電話通信施設連絡の優先使用

昭和26年　ラジオ第2放送開始
昭和35年2月　総合テレビ開始

昭和37年11月　教育テレビ開始

昭和41年3月　カラーテレビ放送開始

昭和41年6月　現在の会館建立

現在の内部施設はテレビスタジオ第2ヶ所、ラ
ジオスタジオ2ヶ所、カラーラボ施設等全国放送

が出来る施設が整って居ります。

0災害報道について　大内放送部長より

NHKに於ては選挙報道と災害報道については

特に力を入れて日頃から準備を致して屠ります。
通常取材の年間企画、月間企画、週間企画、ディ
リーニュース等と違い、いつ起るかわからない災

害報道の場合の対処の仕方が非常に難しくなりま
す。人命、財産に直接かかわる事なので常日頃か

報道放送者の優先通行等の問題を解

決し、正しい情報を出来るだけ早く
テレビ・ラジオを通じて皆さんの茶

の間に流し、正しく理解していただ

き行動していただけるよう努力して
いきたいと考えて居ります。

災害の中でNIIKで問題になって
いる緊急警報放送システムの問題、

深夜放送終了後の災害の問題が検討されて屠りま
す。新しい方法としまして緊急警報信号を出すよ
うな装置を各家庭に備えつけておく方法を取るよ

うな組織を作ろうと言う動きが出て居ります。今

年の8月に東京・大阪・仙台等で定時の放送を通
して行っている。57年度当たりから全国的にこう

した動きが出てくる事と思われます。

昭和58年に2号放送衛生が打ち上げられる予定
になって屠ります。

災害報道でいかに早く正確に皆さんの所に正し
い情報を送る事が出来るかという事が使命を制す

ると言うか人命救助に役立つ事になるので、行政
はもちろんの事、それぞれの長の皆さんからも常

日頃からNfIK等もご理解をいただいてご協力を

お願い致します。

本日はどうも有難うございました。



心のふれあい21年

嶺岸光吉君
つい最近ロータリーに入会したか

のように思うが、もう早いもので21

年の歳月がたってしまいました。私
ほ、ロータリーにおいてかぞえきれない程多くの

方々と友情の和を拡げてまいりました。ロータリ
ーでいう奉仕とは、私は人々に対するおもいやり

につきると思う。前年度は、会長として会員諸兄
の温いご友情に支えられて、その任を終えました

が、これからも体が健康である限り、ふれあいと

おもいやりを大事にしてゆきたいと思う。

（例会メ　モつ
010月10日に庄司晋作／ミストガバナーが御逝去な

されました。当クラブより弔電を送り早坂バス

トガバナーが弔問にでかけられました。

011月23日、台中港区より40名が当クラブ訪問。

11月24日の例会を23日の夕方に変更しレセプシ

ョンを兼ねて歓迎予定です。

Uジェームス君が10月10日より迎田先生宅より三

井徹先生宅へ変更になりました。
011月20日、青梅R．ClO周年記念式典へ会長・

幹事が出席予定。

〔幹事報告）
（⊃例会変更のお知らせ

鶴岡西R．C－10月23日（金）の例会は最上川

舟下りの為10月24日（土）午後3時草薙温泉
tt滝沢屋旅館’’登録料5，000円

C）会報到着

鶴岡西R．C、東京R．C
O八幡R．ClO周年記念式典

11月15日11時点鐘　登録料8，000円

場所　八幡町中央公民館
○中山R．C認証状伝達式

11月15日13時点鐘　登録料10，000円

場所　中山町中央公民館大ホール

〇台中港区訪問団歓迎会実行委員会
委員長　中江亮君、横田庄司君、高岸三雄君、
佐藤元伸君、藤川享胤君。

第8回第253地区R．A．C地区大会

Ottこはえちゃ　年次大会”

年次大会まで1ケ月余りとなってきました。

我々会員一同年次大会を成功させるよう努力し

10月13日　本日プロゲラ

今野清一君

「NHKのど自慢」公開録画が市
文化会館で行なわれたのは、8月23
日、台風15号の接近で風雨の荒れ狂

う日であった。主催側としては、出

演者は勿論観客が集ってくれるかどうか、入場無
料の催物でもあり焦燥にかられるばかりであった
が、開演近くなって続々集って満席になったので

ある。庄内の人々の義理堅さにスタッフ一同大感

激した次第です。会合で人の集りの悪いのは淋し
いもの、ロータリアン一年余、随分メトクもした

が出席率向上に努めて来た。自分で出来ることは
これくらい。今後も心がけたいと思っている。

ています。

年次大会に参加して、若いローターアクター
と共に話し合い考え、酒を飲みかわしてみませ

んか．′
ローターアクトクラブ会長

高　橋　茂　雄

期　日　昭和56年11月22日～23日

会　場　鶴岡市湯の浜温泉「亀星ホテル」
登録料10，000円

イランからの手紙　石黒先生へ
エテバリ君（元山大交換留学生）より

拝啓　さわやかな秋になって来ました。先生は
じめ皆様ご無事でお過ごしのこと、なによりとお

喜び申し上げます。
お便りどうもありがとうございました。しばら

くあなたのお手紙の返事をごぶさたして申し訳ご
ざいませんでした。

さて長い間の日本留学、先生にお邪魔した上に
ご家族の皆様にもいろいろご迷惑をおかけしまし

た。私共は先生を尊敬しております。またいつか
お会いしたいと思っています。

私も元気で以前勤務しておりました会社ttイラ
ンシルク会社’’であいかあらず仕事をしていま

す。日本に滞在中いろいろの経験を身につけまし
た。現在の母国の不安とは別に私は私なりに精一

杯がんばりますのでみまもって下さい。

最後に皆様のご健康をお祈りいたしておりま

す。とりあえずお礼まで　　　　　　　敬　具
1981．9．26　　　　　　　　　　　ェ　テ　バリ

「ビジタ　ー）
（鶴岡西R．C）井上彬君、瀬尾助三郎君
（R．A．C）会長高橋茂雄君、幹事佐藤温子さ
ん、年次大会実行委員長高田徹君

10月20日　次週プログラム　遊佐クラブ合同例会　　（今週の担当者　佐藤元伸）

鶴岡ロータリークラブ創立　昭和34．6．9　　承認　昭和34．6．27　353地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235餉7711
例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会日　毎週火曜日　午後12．30～1．30



会長新穂光一郎　幹事 藤川享胤　副会長・クラブ奉仕

出席報告：会員72右

内山喜一職業奉仕高岸三雄社会奉仕川村徳男　国際奉仕斎藤利男　青少年奉仕佐藤順治

率打．78＿溜‾鮎州席鋸名　確定出賭事緒．さ
■　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

るのも方法）
社会奉仕一川村君　鶴岡市庁舎の何か記念になる

ものと思って総務部長にも話し、実現を計る積
りです。（作るならチャチなものでなく恒久的
なものを考えたい）

国際青少年一小池君　ジェームス君の最後のホス
トが決まり、はっとしている所です。次年度は

地区の割当てはない模様です。（前もってホス
トファミリーが決まったら交換学生の受け入れ
に応ずるというようにしたいですねェ）

ロトークリー財団一斎藤栄作君　毎月順調に集まっ
ているようです。

米山奨学一石川寿男君　計画通り運行して居りま
す。

世界社会奉仕一三滴君　使用済み切手集鋸こ協力
をお願いします。

インターアクトー秋野君　6つの計画を挙げまし
たが活動して居りません。近々（11月頃）アン
ケートを行ないご意見を戴きⅠ．Aの活動方向
を再度探って行きたいと思います。

ローターアクトー阿蘇君11月22日、お目R．A．

Cの年次大会が湯野浜であります。R．C会員
の方も宿泊′して14～15名の方の協力を願いたい

と思います。（R．A．Cの会員諸君、大変張切
って準備しているようですので、クラブでも会

員個人も協力して戴きたいものです。
青少年奉仕一佐藤君11月7日、8日、手塚さん

が中心になって小学生の金峰自然の家宿泊訓練
を行ないます。45名程の児童の参加を予定して
居ります。（広報委員の連繋も計り荘日誌等に
資料を星供して下さい）
（）内会長コメント。

（クラブ協議会）　第3回

10月20日（水）PM4：50　三瀬琴平荘

計画進渉状態検討（メモ記録）

親睦一中江君　8月月山牧場でのミーティングも
終わり今月25日、月光川に遊ぶプランも成功さ
せたいと思って居ります。（例会変更の計画が

多いようですが一考して下さい）
会員選考一小野寺君書簡　会員選考の3状件を満

たしても尚、推薦にこぎつけられない場合もあ
る。

会員増強一三井健君　66名で引継ぎましたが目標
の73名にもう1名です。まだ年度カですのでも

う2～3名増を再度の目標にしたい。（次年度
石黒ガバナトの出身R．Cとして増強最多R．C
として自慢したいものです）

広報一石黒君　世間というものは自己PRより他
人がを評価したものに好感を寄せます。
その意味から山新・荘日誌等に粗材を塁供して
行きたい。11月22～23日の地区R．A．Cの会合
等、PRしてみたい。

ロータリー情報一小松君　FMを3回程行いまし
たが、今日のようなクラブ協議会等にもっと新
会員をさそって行きたい。

◎クラブ協議会はもっと遅い時間の6時頃からに
してもらいたい。

プログラムー板垣君　今後のゲストとして市町村
長、青少年問題に関連して警察署長等を予定し
て行きたい。（市町村長のゲスト等ぜひ実現し
て貰いたい）

会報一石井君　皆さんの協力により今の所、問題
ありません。（会計はどうなってますか）お金
の事は全て幹事さんまかせです。よろしく。

S・A・A一佐藤陸男君　会員各位からもお気付き
の事がありましたらご指摘下さい。（R．Cは会

員の上下がありませんので思い通りやって下さ
い。食事、時々は目先の変わったものを考えて
下さい。ライスカレー、麺類等）

クラブ奉仕一内山君　皆様頑張って戴いて私は何
もしませんでしたが、前半は大変立派に経過し
て来たと思います。今後も力を抜かず宜しくお
願いします。

職業奉仕一高岸君　計画にあります優良職業人の
表彰等、皆さんからの推薦等も戴いて行ないた
いと思います。（プログラム委員長とも連繋を

保って会員に印刷物を渡して推薦方をお願いす

レ　ポ　ー　ト
佐藤　　忠君

第257地区年次大会（於熊谷市）に参加して

登録料8，000円（米沢大会10，000円＋懇親会
7，000円）（郡山大会15，000円）果たしてどのよ

うな大会か、疑念と興味を持って参加した。大会
事務局に行き、黒田大会幹事より、その運営につ
いて伺ったところ、今回は清水Gの方針で「シン
プルな、そして最大楽しい大会」という指示で、

時代に即応した大会のあり方を考え、大胆に改革
したとのこと。即ち、大会の目的は充分具備され
ながら徹底的に無駄を排除し、簡素化されたとい
うことです。清水Gは挨拶の中で「大会はロータ



三井賢二君

建築後100年を経過した我が家に

今夏一寸異変があった。蜘蛛の襲来

である。よく見ると種類が違って居

る。親子兄弟でも一族郎党でもない

らしい。店頭部屋の螢光灯を中心に
せっせと巣を張っている。獲物を「キャッチ」す

ることは殆どない。俺の煙草の煙を全身にあびる
のが関の山である。見向け次第我が足下の露と消

える○然し翌朝又同じ場所に後継ぎの奴が巣を張

って居る○この現象も冷気身に泌む9月中旬に漸

く消えた。蜘蛛族よ御免。

リーの秋まつりであり、友情の輪を拡げる場とし
て、楽しい大会にしたい」と言ってましたが、実
にその通りで和気あいあいのムードと行き届いた
諸設営によるランチョンパーティーとアトラクシ

ョン（2時間）、そしてホスト、コ・ホストクラブ

会員の心温まる歓迎と接待には誠に敬服の二字に
尽きる感が致しました。

β改革された点
1・特定の会員しか参加出来ない、又は参加しな

い○　ゴルフ大会と観光は廃止した。
2・大会記録誌は作成しないで、記録はガバナー

月信（特集）として速かに情報を伝える。
3・記念品、おみやげは廃止する。
4・印刷物の簡素化と経費節減～「年次大会」24
頁小冊子1冊のみ

5・無駄な経費は徹底的に削減したが、大会本来
の目的の一つ「交歓」には、アイデアと万端の

準備で立派に成功したと思われた、（パーティ
ーとアトラクションには相当の予算）

㊥253地区大会との相違点

会長・幹事会はなく、第1日目は出席義務者と
して会長、幹乳会長イレクト、職業・社会・国
際の各委員長参加（他に希望会員となってますが
実際は参加者殆どない）プログラムは当地区大会
の会長・幹事会の日程にグループ別討論会（シン
ポジウム）を加えたもので、第2日目が当地区の

大会行事（記念講演も含む）の日程でした。

くら総　括
●ランチョンパー一ティトは屋外ですので雨天だっ

たら大変なことだと思った。幸い晴天に恵まれ
屋台30店30種類、和・洋・中華・何んでもあり
飲物も充分。2，500余名の壮観な楽しいパーテ
ィーでした。

・「航空自衛隊中央音楽隊演奏ゲストシンガー天

地総子」30分と「並木淑枝とモソダダンスアー
ト」30分、合わせて1時間に及ぶ大熱演のアト
ラクションに時間を忘れて観賞させられました

・ガバナーの来賓紹介呼称…R．Ⅰ会長代理（先生）

地区外G、P・G（様）地区内G、P．G（君）
その他会員すべて（君）

・第257地区は埼玉県1県でしかも交通便よく、

宿泊は来賓40人位で手配は殆んど必要ないとの

迎田　　稔君

交換学生のジェームス君とオース
トラリアから帰った梅木江里さんが

家族連れでスキーに行き、姉の結婚
式に呼んでくれる。アメリカへ行っ
て来た木村日出夫君が、部落の盆踊
りで若者同志を交流させてくれる。

Ⅰ．C．G．Fの報告でも　ホストの点で悲観的なム
ードでしたが、こんな若者同志の接触の機会は是

非続けて欲しい。肌は違っても民族を越えた人間
の繋がりが、将来の国際平和・理解に役立つと思
います。ホストには色々問題もあるがそれを乗り

越える努力がロータリーの友情ではないでしょう
か。皆様のご理解とご協力を切にお願いします。

こと、うらやましく思いました。

途中退場者は殆んどなく、列車時間のため退場
する私共は心苦しく思いました。
参考・・・第257地区11分区75クラブ会員数3，977人
登録数2，467人

例　会　メ　モ

○新穂会長スピーチとして
サダト氏死去、ポーランド第一書記解任、PL

Oアラファト議長来日等の最近の世界状勢変化、
又北炭夕張新鉱ガス突出事故、福井謙一京大教授
にノーベル化学賞授与の国内ニュース、住軽アル
ミ酒田の構造不況で事業縮小、農作物の不良で、
庄内経済連で前年比300億円の減収等の身近な問
題等に寸評。

○風間慶三君スピーチ
10月15日東京で庄内空港専門委員会があり、日

本空港コンサルタントの答申を解説、予定地とし
て19ヶ所20数地区の候補地があったが、丘陵地は

全部駄目になり平野部も1つを残して難かしく、
結局砂丘地に適地があり、それをABCにランク
付けされ、12月16日頃迄にA地点を3ヶ所位にし
ぼる作業がなされる。
私の予想では赤川・最上川の間の砂丘地に適地

（長2，650〝乙　巾3007花）が設定されるのではないか
と思っているとの要旨であった。その後空港建設
の地域盛り上がり状況等説明があった。とにかく
実現させるよう応援しましょう。

（スマイル）上野鞭委員

〇分区ゴルフ大会で藤川さん優賞。
○山口篤之助さん長男結婚おめでとう。

（ビジ　タ　ー）

余目R．C一佐藤孝二郎君
鶴岡R．C一斎藤吉雄君、半田茂弥君、原田行雄君

三浦正志君、鈴木昭吾君、菅原隼雄君

（今週の担当者　石井敬三）

鶴岡ロータリークラブ創立　昭和34．6．9　　承認　昭和34．6．27　353地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235錮7711

例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会日　毎週火曜日　午後12．30～1．30
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鶴岡R・C・遊佐R・C合同例会並びに親睦家族会
場所　遊佐町吹浦海浜宿舎

会　　長

遊佐R．C会長　帯谷修一君

ようこそお出下さいました。鶴岡R．Cからほ
日頃からご協力頂き厚くお礼申し上げます。
鶴岡R．Cは庄内地方で一番目に設立された歴

史のあるR．Cでございます。日頃の活動は我々
の模範となる業績を残しておられます。又来年は
石黒先生が地区ガバナーとして私達のトップに立
ってご指導を頂くことになっております。今後と
も遊佐R．Cをご指導下さいますようにお願い申
し上げます。
先日は早坂バストガバナーより

図書を頂き本当に有難うございま
した。これも鶴岡R．Cの勝れた
業績のあらわれと思っております。

先日ガバナーの公式訪問があり
ましてガバナーより鶴岡R．Cは
家族を含めた計画が年に5回も有
ると言われました。私共の場合は
クリスマス例会1回しかなく、こ

日　時　S56．10．25正午点鐘

挨　　拶

鶴岡R．C会長　新穂光一郎君

今日は帯谷会長や皆様のご好意によりまして今
回例会を開催出来まして本当に良かったと思いま

す。厚くお礼申し上げます。私共も年度初めより

皆さんと親しくお話ししたいと考えておりまし

た。今日お会い出来て嬉しく思っております。

先日新聞で拝見致しましたが遊佐R．Cで先頃
身障者をお招きしてソフトボール大会を開催され

の点をガバナーよりご指摘を受けました。鶴岡
R．Cは和気あいあいとクラブの運営をしておら
れると感じました。この点も鶴岡R．Cに学んで
行きたいと思います。
鶴岡R．Cは出羽三山や湯野浜温泉の大観光地

名勝地をもっております。私共にも鳥海山という
2，270mの名山を側に控えておりまして叉日本海
も近いという良い環境に恵まれております。
今は鮭の時機になりましした。鮭について色々

識りたいとご計画を立てて頂きまして有難うござ
いました。

叉当地方は自然を守るということに非常に神経
を使っております。秋田で山形側に渡ってスキー
リフトを作ろうとして「自然を守る会」でストッ
プさせたり、八幡で鳥海山に八巻道路を作る計画
を遊佐で中止させたりして自然保護に力を入れて
おります。又海岸には県営の老人ホームが有り、
あるいは精薄児のための施設が2ヶ所もあり社会
奉仕についてやろうとすれば出来る環境にありま
すので、大きい事は出来ませんがご指導を受けて
地域のために奉仕したいと思います。

本日は一日を充分に楽しまれるようにお願い申
し上げます。

たとお聞きして同じ分区内で嬉し

く思いました。私共も外部に向か
ってロータリー活動をしなければ

ならないのですが、私共のクラブ

に先月より三笠宮寛仁親王殿下が
お出になるとか、ニューブランズ
・ウィック市長がお出になるとか

来月には台車港区R．Cから40名

位のお客様がお出になるとかで、
あまりロー－クリト活動は行なっておりませんので

恥かしく思っております。

酒田共同火力や住軽アルミK．Kを見て参りま
した。天気が良くなると思っておりましたが残念

ながら天気が悪く親睦委員が気を操んでおりまし
た。

先程帯谷会長が仰しゃっておられましたが、私

共のクラブの紹介を申し上げます。私が23代目の

会長です。会員は72名です。年度末迄に75名にし

たいと思っております。平均年令は57才です。来

年度は石黒慶之助君がガバナーになる予定です。

当クラブでは2人目のガバナーです。叉ロータリ
ーでは親睦と友情は2つの柱と思います。親睦と

友情を深めるために今日の会席を相互に向い合い
たいと思います。又来年は当クラブでインターシ

ティミーティングとか地区協議会・地区大会が開

催されますので今日は親しく話し合い充分ご馳走
になりながら親睦をより深めて行きたいと思いま

す。今日は大変有難うございました。



夫　　　婦

三井　　健君
夫婦なんて摩詞不思議なものだ。

結婚35年、勿論近頃の若夫婦とは違
う。「愛してるよ」「愛してるわ」小人。‘等とは口が裂けても云えぬ。それで

いて35年一緒に暮らしている。お互愛等とは無縁
の筈が3人も子供が生れた。私はオッチョコチョ
ィ、愚妻は引込み思案。＋と－が良かったのか
も。私は今ひそかに考えている事がある。いよい
よの時に「ご苦労さん」と云いたい。それは明日
になるか10年後になるか誰にも判らない。しかし

それ迄に私の胸の中に変らずある事だけは確かで
ある。

雑　　　感

佐藤元伸君

私は酒の席が大好きです。特に先

輩の毒舌等を拝聴しながら楽しく飲
む酒はなによりです。私は当クラブ

入会5年目で入会以来多くの先輩に可愛いがられ

感謝しております。ロークリトの勉強は私の場合
は昼よりも夜の方が役立ったようです。私の親父

は職人で私は2代目です。仕事に対する考え方、

従業員や社会に対してまだまだ未熟です。今後長
い年月をかけてロータリーを通して勉強していき

たいと思っております。

住軽アルミニウム工業（株）

職　場　訪　問

職場紹介　住軽アルミ総務部佐藤副長

住軽アルミ工業は昭和48年2月に住友軽金属は

じめ住友系6社の出資によって設立された会社で

す。現在資本金は180億円、従業員420名が働いて

おります。その内310名が庄内出身の若い人達で

す。
アルミニウムはそのすぐれた特性が認められ、

私達の生活や産業に欠かせない金属として、今日

の豊かな社会づくりの担い手となっています。鍋

釜、アルミホイル等色々な物に使われています。

原料はボーキサイドという物でオトストラリア

や赤道の近くで取れます。それをオーストラリア

で精製してアルミナという白い粉にしたものを輸

入して酒田に船で搬入し、これを電解工場に入れ

て電気分解して初めて金属としてのアルミニウム

が出来ます。これをアルミニウムの精練と呼んで

おります。ここで6tのアルミの塊が出来ます。

これを圧延機に掛け板状に延して色々の製品を作

ります。又アルミサッシは「ところ天」と同じで

作る色々の型を網目に入れ押し出すと色々の型の

物が出来ます。これを型材と言います。これを組

み合せて窓枠を作ります。その外に管とか棒とか

線を作ります。これを一括して延圧工程と言って

おります。

当工場は現在延圧工場はありません。又電気分

解に使用する電極を作っている電極工場もありま

す。当工場の敷地は将来の延圧工場敷地も入れて

約110方正約33万坪があります。

アルミ精練に必要な電力は当社と東北電力と共

同出資で設立された酒田共同火力発電K．K（35
kw発電機2基）より、受電しております。

〔‾‾スナッ＿三一）

共同火力見学

手に手つないで

（今週の担当者　菅　　　健）

鶴岡ロータリークラブ創立　昭和34．6．9　　承認　昭和34．6．27　353地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235朗7711
例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会日　毎週火曜日　午後12．30～ln30



253地区　鶴岡ロータリークラブ
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世界理解と平中二；軍
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仝長新穂光一郎厳寒鹿川享胤

朝露告三冠巨名三悪

尋会長・クラブ奉仕内山喜一　職業奉仕高岸三燈社史華牡川村蘇筆　紙革仕 青少年奉仕佐藤順治

琴葺i二号二塁二一言方宣．宗二笠二名‾一牽宜車重室

会員スピーチ 商工会議所運営について

庄司嘉男君（鶴岡商工会議所専務理事）

商工会議所事業は一言で云えば「地域の経済発
展」に寄与すると言う事に尽きる訳であります。
従って少なくとも商工業に関する指導・育成事業
を細分化して適切な事業を実施しなければならな
いと考えて居ります。

しかし乍ら商工会議所は法的建前から営利を日
精として事業ここできませんし、又商工業者の強制
加入もできない面もあって、財政的には自ら限界
があり昨今のように経済性から社会性へと、その

使命度が拡大される傾向の中にあって、現状と会
議所財政の実態との板ばさみとなって苦労するこ
とが大きい訳であります。
良い仕事をしたい、又効果ある仕事をしたいと

考えることは会議所運営にたずさある者として当
然のことでありますが「良い仕事」とは会議所が
信頼され、活用され、そして親しまれると云う事
でありいずれの場合でも会議所自体のレベルが大
きなポイントになります。つまり信頼され活用さ
れ親しまれるた鋸こ行動するには高度な知識と知
恵、更に確固たる財政基盤が要求されますし、し
かし少しでも高いレベルに位置するように努力を

しなければなりません。
私は常に会員の信頼感、地域住民の社会的評価

を高く受けるためにも商工会議所がもっとレベル
アップするため、あらゆる角度から考え実行する
よう努力をしているつもりであります。そのため
には先ず第1に事業の活発化であります。つまり

会議所活動の中で大きな役割をもっております意
見形式による政策提言と直接会員につながる一般
事業と、更に非会員を含む小規模事業活動（中小
企業相談事業）のいわゆるサービス活動でありま
す。
意見活動のあり方にしても、サービス活動にし

ても従来のあり方とは趣きを異にした新しい社会

窒撃が会議所に課せられてきておりますし、今後
の対応について考えなければならない時期に来て
いると思っております。

第2に何時も問題となる財政強化であります。
商工会議所の事業活動の活発化によって会議所に
対する商工業者の認識が高まり会員拡大へとつな
がって組織強化となって財政強化に大きな役割を
もつ結果となります。

現在、鶴岡商工会議所管内の事業所総数が5千
でありますから、組織率50％の加入つまり2千5

百の会員を要するまでになって参りましたが、更
に努力をして60％、70％に引き上げる努力をして
いるところであります。第3には事務局の充実・

強化であります。これはいくら財政が豊かでも事
業を適正に推進し、ゆるぎない運営を図るには、
頭と手と足が揃っていなければならないと思って
おります○つまり有能な職員の育成てあり、職員
が仕事に対して意欲を燃やして取り組む姿勢の環
境づくりが大切であり、私はそのムトド醸成に心
がけております。

商工会議所の職員は非酎こ出入りの多いところ
だけに電話、窓口、来訪者に対する接客に優れ、
併せて事務処理も適確に出来るものでなければな
らないし、しかも明るいものでなければならない
と思っております。私は専務理事と云う職務柄、
公私にかかわらず内外に「通」でなければ、父そ
のように努力をしなければならないと思っており

ます○そう云う意味で専務理事は商工会議所運営
のカナメとしての認識と自覚に立ってその役割を

果たさなければならないと努力しているところで
あります。
会議所運営の具体的な目標として長期計画を作

成し、使命と目標達成がいかに困難でありその道
は瞼しく遠いものであってもその願望を追う事に
よって前進があり、発展があるものと信じて努力
して参ります。

私は専務理事に就任以来「信頼される商工会議
所m＝‾行動する商工会議所」となるよう積極的に
事業の推進に取組んで参りましたがその間色々な
批判も受けましたが、私としてほ職務に忠実に
又、生きがいとして常に反省をしながら自からを
きびしく律してきた積りであります。il己れを無
にして人に喜びを与えよ」又「仕事に自信をも
て」等の言葉を大切にして私なりに努力をして参
ります。

今後ますます商工会議所の果たす役割は重きを
加えるものと思いますが「親しまれ、行動する商
工会議所」の専務理事として皆さんの期待を裏切
らないよう職員と共に最善を尽くして行きたいと
思いますので皆様方のご指導・ご鞭達を切にお願
い申し上げて終わりと致します。

ありがとうございました。



森田清治君

小品盆栽を手掛て30年近くなる。
未だ盆樹に対し満足は得られぬが、
あきもせず日々これ培養に努めてい
る。どんな日でもどんな仕事上のこ

とがある日でも盆樹を手にすると不

思議と総てのことを忘れさせてくれ
る。何か私に盆樹が話しかけてくれる。そして私

はそれに応える。春夏秋冬その時々を教えてくれ
るし叉私のストレス解消にもなっている。そばに

小品盆栽があれば私は御機嫌である。晴湖詩丸盆
三尺培養名花夢魂容易吹春到家。

理　　事　　会

56年11月10日11‥45　産業会館4階会議室

出席者　新穂光一郎君、中江亮君、内山喜一君、
藤川享胤君、嶺岸光害君、佐藤順治君、
高岸三雄君、川村徳男君、佐藤元伸君

議　題

○クラブ総会の件
11月24日予定された総会は17日に変更。

会長イレクト、副会長選任について指名委員会
をつくり指名委員は総会の時会長より発表。

〇台中港区R．C訪問団観迎会、会員の皆出席を
望む。

○クリスマス合同例会の総指揮は副会長とする。
○ローターアクトクラブ年次大会の件会員全員よ

り千円以上の寄付を願う。
○社会奉仕委員会川村氏より市役所への寄贈につ

いて行事案内板を寄贈。場所は致道館よりの道
路側の予定n

O日本平R．ClO周年記念式典へ会長・幹事出席
予定。

幹　事　報　告

○会報到着
東京R．C・郡山R．C・鹿児島西R．C・寒河
江R・C・八幡R．C・酒田R．C・酒田東R．C。

C国際R．C第265地区年次大会開催のお知らせ。
〇台中港区R．C歓迎会の件。

会員登録料10，000円、家族・ビジター6，000円、

当日欠席会員の方々は4，000円をご協力お願い
します。

（至旦会畢草〕
㊥社会奉仕研究会出席報告　　川村徳男君
10月24日　於山形市あこや会館

11月17日　本日プログラム ラブ総会

ロータリアンとしての反省

本　山　　弥君
先日、三笠宮寛仁殿下が来鶴され

た時のことです。私の胸の。一一タ
リーのバッジをご覧になって、貴方

もロータリークラブに入っているの
てすか。」と殿下。「ハイそうです。」

と私。「貴方はロトクリークラブをどうお考えで
すか。」「…。」（一瞬、返事が出来ませんでした。）
「僕は全部ではないが、ロータリアンは余り好き
じゃないんですよ。」「どうしてですか。」「ェリー
ト意識が鼻持ちならんからですよ。」これを聞い
て、私共の意識の中に、ロータリアンはエリート

集団だとする考えがないかどうか、私も含めて反
省してみることも必要だなと思いました。

地区委員長　　　　　平松信武　バストガバナー
リーダ地区副委員長　田中善六　ガバナーノミニー
副リーダー中央分区代理　吉田長三郎氏

〟　　地区委員　　　多田久男氏

平松P．Gあいさつの後、身障者問題と環境
美化問題について事例発表も含めて活発な意見
が交換されました。

出席委員会
富樫長吉委員長

年間皆出席
19年間皆出席　　　新穂光一郎君
3年間皆出席　　　藤川享胤君
10月175％出席1名　張　　　君
18月125％出席　2名　小松君、三井（健）君
10月100％出席51名

阿蘇君、池田（弘）君、阿部君、藤川君、早坂
（源）君、渡部君、飯自君、今野君、石井君、石
黒君、佐藤（陸）君、板垣（俊）君、市川君、風間
君、早坂（垂）君、川村君、黒谷君、小池君、三
井（徹）君、三井（賢）君、若生君、嶺岸君、迎田
君、本山君、森田君、諸橋君、中江（亮）君、中
野君、庄司君、中江（哲）、小野寺君、佐藤（昇）
君、佐藤（忠）君、佐藤（順）君、佐藤（衛）君、佐
藤（友）君、横田君、新穂君、菅原君、菅君、鈴
木（善）君、鈴（弥）君、高岸君、丹下君、手塚
君、富樫君、上野君、内山君、山口君、吉野君

会員誕生　　　　　　　　　中江　亮委員長
藤川享胤君、風間慶三君、中村富暗君、佐藤衛
君、鈴木善作君、丹下誠四郎君

奥様誕生
早坂さえ様（源四郎）、小松久子様、菅原和子
様、菅美千代様、丹下せい子様、横田蕗子様

（‾‾どらター）

（立　川R．C）池田好雄君
（鶴岡西R．C）佐藤成生君、斎藤健治君、野口弥君

11月23日　次週プログラム　台中港区歓迎レセプション（例会変更）

（今週の担当者　佐　藤　元　伸）

鶴岡ロータリークラブ創立　昭和34．6．9　　承認　昭和34．6．27　353地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235銅7711

例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会日　毎週火曜日　午後12．30～1．30



会長新穂光一郎　幹事藤川等胤　副会長・クラブ奉仕内山喜一　職業奉仕高岸三雄社会革仕川村虎男　国際奉仕斎藤利男　青少年奉仕

出席報告：会員73名　山倍55名　出席率75．34芳　一前回出席率82．亜芳　醇正出席69も

出席報告：会員73名　出席55名　出席率75．34％　前回出席率73．97％　修正出席63名　確定出席率86．30％

台中港区扶輪社社友をお迎えして

台車港区扶輪社の皆様及び奥様方、ようこそ寒

い鶴岡へお出で下さいました。我々は皆様方を心

から歓迎申し上げます。

5月に御地台車へ訪問致し皆様方の厚い友情の

もとに貴クラブ創立10周年記念式典に参列させて

頂き、特に奥様方の揃いのユニフォームでの歌と

踊りに深い感銘を受けて参りました。

我々のクラブでも奥様方の出演を願っても、最

近儒教の精神が薄れて参ったのか、亭主族の権威

が失墜したのか、いずれにしても我々では無理だ

ろうと思います。

今年度R．Ⅰ会長の行動要請でありますttロータ

リトを通じて世界理解と平和を”のテーマには、

こうして海を越えて来て頂く友人を迎え、友情と

鶴岡ロータリークラブ会長

新　穂　光　一　郎

親睦を深め合う事が実際の行為として合致する事

と存じます。今年のロータリー活動の中でも最大

のイベントと考えております。

温い宝の島台湾から長い旅で、日本の寒い東北

地方へお出でになって皆様大変お疲れの事と存じ

ます。今晩は気楽に飲食なされ旅の緊張を解いて

時間の許す限り歓談して下さい。

通常日本では客を遇する場合、粗酒・粗肴でと

申し上げるのですが今日はあえてそう申しませ

ん。我々の出来る範囲で、歓迎委員会の皆んなの

努力で最高の持て成しを心掛け準備致した積りで

す。我々の意とする処をお汲み頂き楽しい一夜を

お送り下さい。

台中湾口区扶輪社会員一同



■、＿封薄口一・二三リー／．フラフ

鶴岡ロータリークラブの皆さんへ

台車港区扶論社

社長　曾　　隆基氏

鶴岡ロークリトクラブ会長新穂様、市長斎藤様

親愛なる会員及び会員夫人様、この度姉妹クラブ

の静岡日本平ロータリークラブ10周年記念に当た

り祝賀及び貴鶴岡ロトークリークラブの表敬の為に

弊社会員及び夫人40余名、台湾から参りました。

思えば貴会との姉妹クラブ結盟すでに6年余に

なります。この間両方会員の相互訪問、文化親善

などの為に数々の実績をのこしました。特に本年

5月、弊社10周年記念には多数の会員及び大人様

がはるばる日本からおいでになり誠にありがとう

ございます。

今年度貴会より第253地区ガバナーノミニー選

出の事誠にお目出たいことです。貴会歴代の会長

及び会員皆様のロータリーの奉仕の理想に20余年

多大の業績をつくりました。敬服の至りです。願

くぼお互い更に親善をはかり、国際社会奉仕の理

想に努力しましょう。この次来る時は庄内空港で

会いましょう。

私共の為にわざわざご例会を変更してめいわく

を掛けました。又この盛大なる歓迎会を開いて頂

き、台車港区ロー∵タリークラブ会員全員を代表し

て厚くお礼を申し上げます。

最後に貴会の発展と会長及び会員及び来賓の皆

様のご健勝を祈ります。

ありがとうございました。

歓　迎　の　挨　拶

台中鞋区歓迎会実行委員長

横　田　庄　司　君

国際親睦活動委員会の横田です。日本語しかし

ゃべれぎせんので日本語で一言歓迎のご挨拶をさ

せていただきます。

台車港区扶輪社46名の皆様ようこそ鶴岡へいら

っしゃいました。我々鶴岡ロータリーの全メンバ

ーは皆様の訪問が決まりましてから本日まで心待

ちにしており、心のこもった歓迎会ができますよ

う準備をしてまいりました。

本日は、鶴岡市長はじめ鶴岡西ロー一夕リーのメ

ンバーを含めまして81名の会員・家族が出席して

おり、各テーブルでホスト役・ホステス役をつと

第日董　酢例牽き象肇

歓迎パーティーのスナップ

めますのでどうぞ気楽にお願い致します。

皆様は連日の公式・非公式の行事続きに旅のお

疲れもあるかと存じますが、ぜひこの鶴岡でその

お疲れをいやしていただきたいと存じます。

さて、台車港区ロータリークラブと当鶴岡ロー

タリークラブの関係は申し上げるまでもありませ

んが、今年の5月　台車港区R．Cの10周年記念及

び当クラブとの姉妹クラブ続盟式には嶺岸団長は

じめ20数名が訪問しました。その節は大変お世話

になりましてありがとうございました。

本日半年ぶりに台車港区の皆様をお迎えし、両

ロータリーの友情がますます強まり、我々全員喜

ばしく思っておりますし、叉「ロークリトを通じ

て世界理解と平和」という本年度のテーマに、皆

様との交流が大きく寄与するものと確信致してぉ

ります。

最後に皆様方のこのご旅行が初期の目的を達せ

られ、鶴岡での一日が楽しい思い出の一ペトジと

なりますことを祈念致しまして歓迎のご挨拶とさ

せていただきます。

ありがとうございました。

台車港区扶輪社来鶴スケジュール

㊥秋田着→11月23日3時来鶴、湯野浜亀屋ホテル

で旅装を解き、鶴岡ユネスコメンバーと懇談会

→6時第一イン例会に参席、新穂会長歓迎挨拶

引き続き西クラブ有志を交え、歓迎晩餐会とな

る。8時終了→8時半亀屋ホテルに入った。

24日8時→鶴岡市役所を訪問、市長訪問後、代

表数人荘内日報表敬訪問→物産館で買物→11時

過ぎ中国飯店で昼食→12時半山形空港に向け離

鶴



冒…芸酎到着芳雄

パーティーを終って’’またどうぞ”

∈）台中港区R．C歓迎晩餐会次第

横田庄司実行委員長　歓迎挨拶

台中港区扶輪社社長曽隆基氏　挨拶

鶴岡斎藤市長　挨拶

記念品交換　クラブ同士交換

会長同士交換　会長夫人同士交換

幹事同士交換　幹事夫人同士交換

鶴岡R．C最高年令者（鈴木善作君）に記念品

国際委員長記念品交換

鶴岡市長に記念品贈呈

石黒ノミニー乾杯の音頭

祝　宴

寮永銘さんスピーチ

ラストソング（手に手つないで）

閉　会

台中港区扶輸社訪問団名簿

曽　隆　基　建設業
台中県清水鋲光明路12号

楊　添　福　相織布製造
台車県清水浜新興路59号

察　永　銘　医療機構
台中市平等街139号

王　折　洲　塑膠手提袋製造
台中県清水鎮新興路108号

呉　金　生　備蓄及貸款業
台車県清水鎮文昌街30号

李　吉　村　小児科医師
台車県龍井郷龍門路28号

侯　立　民　報関代理業
台車県清水鋲臨海路48之35号

陳　芳　活　汽車組合
台中県清水鋲海浜路168－3号

陳　景　福　皮箱製造
台車県清水鎮鋲南街139号

陳　真　為　飲料批嘗
台車県沙鹿鋲沙田路82号

許　根　旺　織機製造
台車県沙鹿鋲興安路59号

黄　欣　欣　商業照相
台車県沙鹿鋲中山路282巷5号

楊　連　卿　鞋底加工
台中県清水鎮文昌街17－1号

鋸　振　清　橡膠帯製造
台中県大肛郷沙田路2段777号

欧　有　財　餐　庁

台中県桔梗鎮桔梗路159号

察　　　財　塑膠帽製造
台中県清水鎮光華路43巷13号

顧　清　正　会計業
台車県清水鎮北寧街12号

会員17名　　夫人19名

同伴女性　7名　　男性　3名

計　46名

地区年次大会企画情報No．1

大会幹事　佐藤　　忠君

＠おねがい

郡山大会で新穂会長は「来年は鶴岡で会いまし

ょう」と挨拶されました。私はその次年度の大

会幹事を石黒G．Nより指名され、非常な名誉

でもあり、迷惑でもあり困っております。しか

しお引受けしたからには、三井大会委員長の女

房役として全力を以て頑張りますので、全会員

の温かい友情におすがりし、ご支援とご協力に

よって立派な大会に致したいと思っておりま

す。

・1982～1983年地区年次大会は57年10月2～3日

文化会館を主会場に開催される事は大会幹事会

地区役員会で決定されております。
・副幹事には実行力ある三井健君、小池繁治君、

新穂光一郎君の3名が選任されており、心強く

思っております。

・「地区大会についてのご提案」アンケートによ

り会員のご意見も充分取入れ準備態勢に入りた

いと思っております。中江ホストクラブ会長

（現イレクト）を中心にホストクラブ会員の皆

さんどうぞよろしくお願い致します。



中江　　亮君

私はかなりのヘビースモーカーで

あった。本を読む時は机の上に2箱

と灰皿2箇を用意した程である。薮

医者の子供たちからttお父さんの肺

を開けたら其黒だろうね”とおどか

された。しかし都留重人さんの本に煙草は愚老か

ら知悪を引き出すと書いてあった。私は自分に都

合の良い後者を選んだ訳である。去る10月14日夕

食の時、家内からttあなた煙草吸いすぎよ”、ttじ

ゃ止めようか”、ttそうしなさい”。1ケ月過ぎて

5物増えて81毎。悲しいがスマイルします。

中野清書君

先日ある招待状を頂いたので上京

どんな方法でどんなところか（第一

勧銀本店大講堂）日商永野会頭のご

講演は－そして茶話会は、どんなお

方と同席か等と、勝手に関心をもち

ながら出席。予定通り会合も終了。司会が一茶話一

会は都合により取止め、その代り記念品をお帰り

の際お持ち帰り下さいとの声一楽しかるべき期待

に反したので一抹の淋しさを感じながらも一帝国

ホテルの包紙の記念品もあるし、孫のお土産も買

わずに済むかとなぐさめながら帰路にづく。

例　会　メ　モ

○市役所に行事案内板を贈る事に就いては何度も

申し上げましたが、市役所の工事は鶴建さんが

施工されてる事でもあり、その作成方を実費

（39万円）でお願いする事になりました。

○石黒ガバナーノミニー

皆様よりの多大の協力を得て、準備も大分進ん
で参りました。私は、ガ／ミナーを引受けるに際

し、これ迄も利害得失、毀誉褒紀、を全く考え

ずに準備を致して参りましたが、最近少し不調

和音が聞こえるようで困って居ります。私は聞

く耳を持って居りますので、意見のある方はど

うぞ私に直かにお話し願いたいと思います。呉
々もお願い申し上げます。

○小松地区副幹事より

来る12月12日（土）11時より石黒ガバナーノミ

ニー事務所の開所式を行うについての案内状を

バッチボックスに入れて置きました。いよいよ

ガバナー就任まで7ケ月半、私共もその準備レ
ール敷きに到らない頭を痛めて居ります。何ん

といってもホームクラブ皆様のご協力なくして

はガ／ミナーの任務達成も、まことに困難ですの

で、皆様全員参加を頂き石黒ガ／ミナーノミニー

を激励して頂くよう篤とお願い申し上げます。

出欠は25日頃迄事務局へ。

恒‾‾ブ車二重⊃，，月7日
議案→次年度会長イレクト選考委員選出

○前3代の会長（嶺岸君、三井健君、小松君）

と中江亮君、それに私（新穂）の5名にした

い－賛成。

◎選考の結果　次年度会長イレクトは内山喜一

君、副会長は川村徳男君に決定しました。

新会員紹介

入会にあたり

小松三雄君

昨年3月鶴岡に転勤となり、今

度鶴岡ロータリークラブへ入会で

きましたこと、心から感謝いたし

ております。

先日初めての例会に出席させていただき、ロー

タリーとは何か……ロータリアンとは．／されど、

これからのロータリー活動を追求しながら努力し

て行きたいと考えております。

何卒今後共諸先輩方々のご指導を心からお願い

します。

〔小松三雄君略歴〕

昭和21年4月10日　誕生

昭和44年3月　　　日本大学法学部卒

昭和45年4月　　　EK山形テレビ入社

昭和55年3月　　　現在同社鶴岡支局長

趣味……ドライブ・ゴルフ

（スマイル‾〕中江亮親睦委員長

阿部与十郎会員は第32回電信電話記念式典にて

鶴岡電信電話ユーザー協会役員、長年勤続で鶴岡

電信電話局長より感謝状を頂きました。

（ビジタ＿＿三〕（11月17日分）

鶴岡西R．C菅原松雄君、井上彬君、野口弥君

温海R．C　佐藤五右工門君

1雛わいコーク

巨華ぎ局

毎　会場

クラナ創立．畔和34．6．9　　′兵認　nj′欄31．6．27　353点け

岡　HlJ場叫　　組帥柏l余議・狛ノ、j　　胤六，㌔　県：ううな－カ7711

臣旧’場牲ド物産館　川畑‥八　　倒　ゝ1　加計ノ班勘i　′　樫　は∴封卜l∴封I
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会長新穂光一郎　幹事藤川享胤　副会長・クラブ奉仕内山喜一　職業奉仕高岸三雄　社会奉仕川村徳男　国際琴仕斎藤利男　青少年革仕佐藤順治

第8回253地区ローターアクトクラブ地区大会を終えて

鶴岡R．A．C委員長　阿蘇司朗君

11月22日～23日に行われました第8回第253地

区R．A．C大会に際しまして14名の鶴岡R．C会

員の出席がありました。本当に有難うございまし
た。叉1，000円以上のご寄附を頂きましたので多

額のお金が集まりまして有難うございました。

大会には若い18才～28才迄のメンバーが集まりま

したがジャズダンスやディスコダンスが始まり、

私も1時間位仲間に入りましたが翌日腰が変にな
りました。又夜遅くまで石黒さん、小松さん、市

川さんにはお付き合い頂きまして有難うございま
した。

鶴岡R・A・C会長　高橋茂雄君

皆さん今日わ。今回ここに伺って4回目ですが
ここに立ちますと非常に緊張して居ります。先程

阿蘇委員長よりお話し有りましたように、11月22

日～23日の年次大会はロータリアン、ローターア

クト合わせて180名の参加が有りまして開催する

事が出来ました。私達ホストクラブとして準備の

不手際や準備不足が重なりまして所ろどころ恰好
良くない所もありましたが総体的に見てなんとか

大会を終えさせる事が出来ましたので一応成功し
たと思います。私として満足しております。

大会を終えて考えて見ますとR．A．Cの活動を
山に例えますと今回の大会は急な坂を登ってホッ
と一息ついているようなところですが、大会は忙

しく大変勉強になりました。これをクラブ活動に

生かして行きたいと思います。

今後クラブ活動には鶴岡R．Cの皆様のお力添え
をお願い致します。又どら息子と思い宜しくご指

導下さい。お金の件など色々とご迷惑をお掛けし
ました。無事大会を終えられましたのも鶴岡R．
Cの皆様のお蔭です。厚くお礼申し上げます。

鶴岡R・A・C幹事　佐藤温子さん

今日わ。年次大会には鶴岡R．Cの皆様本当に
有難うございました。この大会を一つのステップ

としてこれからのクラブ活動を頑張って行きたい

と思います。今後はもっと皆様との触れ合いを大
きくしたいと思っております。

これからもどうか宜敷くお願い申し上げます。

理　　事　　会

議　事

1・市役所への行事案内板寄贈の件

12月中旬に完成、目録贈呈。

2・クリスマス合同例会への招待状について市長

並びに酒井忠明氏、ジェームス君、米山留学
生、鶴工校長、阿部先生、山下さん、元会員
にも通知するのかどうか西クラブへ問い合わ

せをする。



例　会　メ　モ

011月23日台中港区扶輪社の盛大な歓迎レセプシ
ョンを行う事が出来、又奥様方多数ご出席下さ

いまして有難うございました。

012月12日はガバナーノミニー事務所開所式には

多数ご出席下さい。例会出席の補頃にもなりま

す。
012月19日は鶴岡R．C・鶴岡西R，C合同クリス

マス家族会が次のように開催されます。多数ご

出席下さい。

日　時12月19日（土）午後5時点鐘

場　所　第一イン・鶴岡2階鶴ノ問

登録料　会員5，000円、家族3，000円

又次の方ほお奥様同伴願います。

松田貞夫君、渡部利夫君、石塚敏彦君、佐藤衛
君、中村富昭君。

○鶴岡市青少年育成市民会議の中の組織育成部会
の会員に手塚林治君が選ばれました。

○会長瓦版　内閣改造について人事の善幸さん主

要ポストは横滑りで新鮮味が無い65点。

新内閣の課題は次の5つ

①景気浮揚　②貿易摩擦の解消　③行革の推進
④総裁戦の布石　⑤政治モラル

〔幹事報撃つ
○会報到着一鶴岡西R．C、校本西南R．C

O新潟R．C40周年記念誌到着　中山R．C、八幡
R．Cより先日行われた信任状伝達式並びに10

周年記念参加のお礼状が参っております。

○青梅R．Cよりバーナー到着

委員会報告

㊥社会奉仕委員会　　　　　川村徳男委員長

市庁舎の新築に際してR．Cより記念品として

行事案内板を寄贈することにしましたが、上に案
内板と書き横にR・Cマークと鶴岡R．C寄贈と書

き入れる事にしましたが、市の要請によりそれを
下に入れる事にしましたので報告申し上げます。

㊤ロータリー財団委員会　　斎藤栄作委員長

今回内山喜一君がポール・ハリス・フェローに

なられ手続きを完了しました事を皆様に報告致し
ます。

◎米山奨学会委員会　　　　　張紹淵委員長

米山委員会は日本人の作った一番良い会ですの
で寄附を忘れない様にお願い致します。又会員全

員準フェローに申し込みされる様お願いします。

酒田東R．Cでは29名準フェローになり、10名以

上ポール・ハリス・フェローになっております。

磯釣りは庄内の名物

小野寺　　清君

「庄内は磯釣り王国」といわれ
る。本クラブも太公望が多い。

無趣味に徹する私も釣りだけは好
きだが何十年続けてきても腕の上
がった試しがない。ただ大先輩た

ちから、「君の釣りはひとつの針を小魚の口にあ

らず、尾をひっかける不思議な妙技？を見せる迷
人だ」とひやかされる。この秘法、私にもわから

ないから、伝授するすべもない。

出席委員会
出席委員　三井賢二君

年間皆出席　12年間皆出席　中江　　亮君
11年間皆出席　富樫良書君　　　＼－．／

11月166％出席　3名　張君、藤川君、新穂君

11月133％出席　5名　石黒君、板垣（俊）君、中江

（暫）君、佐藤（元）君、内山君
11月180％出席秋野君外48名

〔親睦活撃つ親睦活警完　弥君
会員誕生
菅原辰吉君、鈴木弥一郎君、津田晋介君

奥様誕生
迎田恵美子様、森田武子様、佐藤貴美子様、若
生者様

12月（師走）の暦　　　　）

第6回理事会歳末助け合い運動始まる）
人権週間
大　　雪

こと納め　針供養
ガバナトノミニー　事務所開所式

義士祭
鶴岡R．C・鶴岡西R．C合同クリスマ
ス家族会

冬至クリスマスイヴ

クリスマス

官庁御用納め
大晦日年越　大はらい
出羽三山松例祭

ビ　ジ　タ　ー

（鶴岡西R．C）三浦正志君、野口弥君、鈴木昭吾
君、加藤有倫君、瀬尾助三郎君

（今週の担当者　菅　　健）

鶴岡ロータリークラブ創立　昭和34．6．9　　承認　昭和34．6．27　353地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235軸7711
例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホトル　例会日　毎遇火標目　午後12．30～1．30
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会長新穂光一郎幹事藤川享胤剖会長・クラブ革仕内山喜一職業奉仕高岸三雄社会奉仕川村徳男　国際寧仕斎藤利男青少年奉仕佐藤順治
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ミ庄内の発展には身を切る苦しさに耐える事も必要ではないかモ

㊥向上心はどの地域も旺盛

東北地方は今、高速交通の時代を迎え、

わが山形県においても産業面、生活面を通

じ諸々のニーズの高度化、多様化が進んで

おります。そのような中で県下のどの地域

においても、わが地域が一番遅れをきたし

ているとして、他を羨み、又他がそうな

ら、それはわが方の地域に早く施されるべ

きであるといった姿での、強い向上心があ

ります。

県会議員

佐藤正光氏

体・各機関のリーダーは創造に費す時間を

持たなければならないと考えられます。新

しく作り出す時であり、未来への挑戦の時

であります。

◎60年までが次の時代を決める

庄内空港の必要性については今更申すま

でもありませんが、総論賛成、各論反対に

わが庄内の場合は、内陸偏重の指摘が強烈にある

わけですが、県下どの地域においても「隣の芝

生」的な状態にあるのが実態であります。その中
で鶴岡周辺の特徴は、反対の時間が長く後追い

で、苦情文句が多く感じられます。

これからは、先に物言う地方になり、反対は言

い合い乍らも、情報や環境を十分理解し消化し

て、未来を考え、前進・開発する姿で「まとまる

地域」にならなければいけないと思うのでありま

す。「変化なくして発展なし」と考えるのであり

ますが如何でありましょうか？

（ら本県も高速交通時代を迎える

高齢化社会も想像以上の高速でやってきます
が、昭和57年は本県における高速交通その元年で

あり、特に観光元年と言えると思うのでありま

す。既成概念にこだわらずに如何にして刷新して

行くかであります。待望の笹谷トンネルと月山新

道の開通をはじめ、道路の改良率と舗装率が飛躍

的に伸びた、県下道路網初めての春を、来年は迎

えるのであります。

又、国鉄重点販売地域の指定を5、6、7、8

月として、観光客誘致に取り組んでおり、又東

北・上越新幹線の開業であります。これら大きく

変化する時、環境と調和した活力ある地域社会づ

くりに乗り遅れないよう想像の世界を広げ、各団

ならないように、英知と勇気と情熱を憤注

して欲しいのであります。
・県の大型長期プロジェクトには、庄内地方に位

置するものが実に多く、全てが有機的につなが

りがあるのです。

①　月山多目的ダム

②　東北横断自動車道酒田線

③　庄内空港建設

④　67国体の開催

⑤　県立総合病院の新設

⑥　庄内に大学の誘致

⑦　メカトロニクス工業等、先端的技術産業地域

形成の推進等々があります。

21世紀を見通した長期的展望にたっての判断を強

く求められる大事な時であります。

◎美田を活かし農業の真の豊かさを求める

本県水稲の作柄は異常気象・異常低温により、

作況も1等米比率も極端に低下している。そこで
稲作農業に左右される地域経済だけに農業を見直

せとの声が高まっています。さて、良く耳にする

言葉に「米あるが故に人貧し」であります。

そこで、経済的にも精神的にも豊かになるには、

農業の見直し方であります。いつまでも農業の出

来、不出来で左右される地域であってはならな

い0美田もある程度の弾力的な考え方が必要であ

り、価値ある美田をつぶしつつも、それ以上の強



「社是・社訓集」

中江哲夫君

大多数の企業は自分の会社の

「経営方針」なり「社是」・11社訓」

を持ち、それを明文化して企業目

標達成への意志結集を図っておら

れる。我が山形支社でこのたび、約350社のご協

力を得て「山形県内企業社是・社訓集」を刊行、
このほど出来上がった。創業社長の情勢が伝わっ

てくるもの、業種の特性を打ち出したもの等いろ

いろあるが、いずれにしろ企業活動を通じて社会

に貢献せんとする、企業人としての「生きざま」

を強く感じさせられる。

い地域をめざしたいものであります。本当に豊か

な農業地帯をつくりたいものであります。

農・工・観光・商業等総合的にバランスある田園

都市づくりは可能と思うのでありますが、どんな

ものでありましょうか？

◎伸び切った状態から

次なるスタートは出来ない

第一臨調は行財政改革として、最初に財が大き
く打ち出されたわけでありますが続いて、来年6

月頃には第二臨調が、本格的こ行政改革に取り組
むことでありましょう。いよいよ　tt外濠”からくく本

丸”に迫るわけであり、補助金の削減～人員の合
理化～中央省庁の統廃合～出先機関の整理統合と

進んで行くものと考えられます。そして次なるス
タートへと整頓・準備されて行くのでありましょ

う。その期間は長引くようですが、如何に耐えて

行くかが与えられた課題であると思うのでありま

〔鱒会メ　モつ
◎台中港区R．Cよりの礼状

親愛なる鶴岡ロークリ【クラブ

会長　新穂光一郎殿
会　員　御　→　同　様

この度貴会の表敬訪問に細心の計画又心あたた

まる盛大な歓迎会と過分な記念品をいただき心よ
り感謝いたします。又連絡の為会長様・幹事様が
わざわざ静岡日本平ローークリークラブの式典にお

いでになった事は、新しい姉妹クラブになった日

本平クラブがより一層の認識と親愛の度を深める

事になると思います。26日夜、全員元気で帰国い
たしました。

みんなで一緒にすごした時間は短いですが一刻

千金と申しましょうか本当に貴い集いでした。生

「姉妹クラ、ブ考」
斎藤栄作君

鶴岡ロトクリークラブには現在、
3姉妹クラブがありいずれも歴史
的な背景があって今日までお互に
親善の実を挙げて来ました。しか
し長い年月の中には当初の関係者

が少なくなったこともあって、ニューブランズ・

ウィックなどは次第に影が薄くなって名前だけの

姉妹クラブとなった感がいたします。最初から関
係した者の一人として相手に申し訳ないような気
がいたしますので来年は是非訪問して友情を暖め
たいと考えて居ります。

友情親善も人が変り、年が移って永久というこ
とは有り得ないのではないか。台車港区クラブと
の関係のように3年とか5年とかで盟約し直すこ
とが適切であって相手クラブに対しても礼を失わ
ない方法であるように思われてならない。

涯わすれないと思います。又中江様には特別の御

料理に、張先生には寒い処を自分の車の運転で山
形空港までお送り下さり感謝に堪えません。この

皆様の貴い友情を胸に抱きしめてロトークリーの主

旨、社会奉仕、国際奉仕に努力したいと思って居
ります。この度は誠にありがとうございました。

厚く御礼申し上げます。真冬も迫り、お正月も後
1ケ月に近づいてまいりました。益々お忙しくな

ると思いますが皆様御健康に注意なされ、御事業
の発展に邁進されるよう御祈念し帰国の御挨拶と

させていただきます。

貴会の御繁栄を祝福いたします。　　　敬具
台中港区扶輪社
社　長　曽　　隆　　基

秘　書　楊　　添　　福

国際奉仕委員長　察　　永　　銘
1981年11月30日

○今日12月8日は太平洋戦争開戦の日でありま

す。あれから40年経過した今もアメリカではリ
メンバーパールハーバーと云われて居るようで

す。感無量です。

○（副会長）6日ボーイスカウト山形51団の会合

で5名の方々と共に感謝状を受けて来ました。

○次期副幹事に三浦悌三さんを指名いたします。
よろしくお願いします。

〔ス　マ　イ　ル）

上野君の令息、一橋大卒後大蔵省に就職内定との一

事オメデトウ。

（‾ビジタ＿二つ
（余目R．C）佐藤孝二郎君

（今週の担当者　石井敬三）

鶴岡ロータリークラブ創立　昭和34．6．9　　承認　昭和34．6．27　353地区

事務局　鶴岡〒馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235錮7711

例会場　鶴岡市害毒町物産館　3階ホール　例会日　毎遇火標目　午後12．30～1．30

＼ヽ＿／



ロータリークラブ

会長新穂光一郎　幹事藤川享胤　計会かクラブ奉仕内山喜一　職業車仕高岸三雄社会革仕川村徳男　国際奉仕斎藤利男　青少年奉仕佐藤順治

出席報告：会員73名　山席48名　出席率6775．霊　前Ⅰ

（亘＿員スピーチつ　ロータ

去る12月12日の第253地区ガバナーノミニトの、事務所開きの際には多数のご参加をいただき、身

に余る過分なるご激励を賜わりまして誠に有難う
ございました。

当日作田ガバナーより12月12日を事務所開きの

日に選んだ理由を聞かれたのですが雪が降る直前
の土曜日という事で選んだと答えたのに対しまし

て、昭和弱年12月12日はttご苦労だがオイチニオ

イチニ”と出発する為には大変良い日を選んだと

祝福を受けました。私もその気拝で今後やって行
きたいと考えて居りますのでよろしくお願い致し
ます。皆様方の絶大なご支援に対して心から感謝

申し上げ代スマイル”させていただきます。
ローータリーの近況報告を申し上げます。最初に

日本に於けるガバナーの年齢の件ですが、ノミニ
ーは島根県を除いて溺地区全部出そろいまして最

高齢者が77才。最年少者が56才で大正15年生まれ

ですので、まだ昭和生まれの方が出て居りませ

ん。日本のロータリーに於ては非常に年寄りが多

いという事で向笠先生はもっとガバナトの若返り

を考えられないかと申して居りました。因みに今

年度ガバナーの最高齢者は82才です。

去る12月6日、7日の2日間名古屋に於いて、
バストガバナ「、ガバナーノミニトによるロータ

リーの研究会がありまして、次年度R．Ⅰ会長が

日本から出るという事で強力な支援態勢を整えよ

うという事で審議致しました。その審議の内容は
ロータリー財団の関係では現在のポール・ハリス
・フェローの1，000ドルに対しまして値上げ案が

出されまして、いろいろ審議の結果、最終的には
従来通りという事に決まりました。

前年度ロータリー財団への寄附金が最も少ない
地区代表という事で、当第253地区直前ガバナー
の浜田先生が指名を受けモデレーターとしてヒナ

壇に上げられました。今後はこのような事の無い

ように活発な活動を期待しますとの事でした。
ガバナーノミニーだけの会合の席上で向笠R．Ⅰ

会長イレクトに次年度のターゲットの情報を少し

早く漏らしてくれないかとたずねましたところ、

■　－　　　　■■　■－■‾‾‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾■　　　　＿

リ　ー　の　近　況

ガバナーノミニー　石　黒　慶之助君

事前に漏らす事は今までの慣習上からも良くない
事なので来年の5月即日の評議会の第1日目に発

表するので侍ってほしいとの事でした。それなら
ば運営方針は？とたずねましたところttシンプル

なロータリー及び各クラブの自主制”を尊重した

いと申されておりました。私もその方針に従うべ

きだと考えますのでそういう方向で頑張りたいと

思います。それから親睦等の特別委員会を含む各
委員会の整理統合等不要な物を整理しながら経費
の節減を図っていかなければ、やっていけないん

だと申されておりました。

今後の大きな目標としまして次の2つの目標を
かかげまして努力していくという事でした。

1つは会員増強です。数年前迄は年間成長率が

2％位であったのが現在では年間成長率0．お％し
か成長していないという事ですのでなんとしても

会員の増強を図り成長率を上げなければならない
という事です。

2つ目は財団寄附の増額の件です。年々運営経

費が増大致しておりますので経費の節減を図りな
がら財団の寄附の増額をめざす。以上2つの事を

重点目標としてやっていくつもりだと申されて居

ります。

再来年の3月8日にモナコで規定審議会が開催
されます。派遣費用が即万円～鮒万円位かかるの
ですが、会費の値上げ等は出来る状況ではないと

考えられますので会員一人当り150円位の負担を
ご協力いただきたいと考えて居ります。3年に1

回の規定審議会でもありますのでよろしくお願い

致します。
さてこれから本格的な準備の段階に入るわけで

ありますが、来年の4月にはインターシティ一・
ミーティングが行われますのでその審議会の委員

の推選その他等を行う予定になって居ります。

又地区協議会についての進め方についても大分

骨組み等も固まってまいりまして後程担当者の方
から発表があると思いますし、相当に準備も進ん
でいるようでございます。今後共よろしくご協力

をお願い致します。有難うございました。



笹原桂一君

最近読んだ本の中に、tt49才から60

才の年代は貯えたものを一気に吐き

出す時。社会へ向かって自らの存在

を問う時。花を満開へ咲かし、人生

の評価もこの期で決まる”とあった。

この年代に入っている自分を考えて見ると、い

つになったら、この境地に達せられるものやら、

全く自信なし。せめて交遊関係を豊かにし、世の

中に素直に生きて行きたいと考えている昨今であ

る。

一　人　ご　と

斎藤利男書

誌のしかたで感じること、企業の・

中でも、巷でもそうである。相談が

ある、説得する等と云って一方的な

話が多くある。又、はなからまくしたてた話があ

る。これでは相談も説得もあったものではない。

自分の考えをまわりの人に知らしめることが協力

をとりつけることであるが企業の中でこの才能を

欠いている者が多々ある（上司や先輩）。ロータリ
ーは仲間同志、自分の考えを堂々と云える。あり

がたい。

（＿町＿会メきつ
・○昭和57年の1月19日のクラブ協議会は下記に依

り行う。

開催場所　ホテル山王プラザ1階

テ　ー　マ　半年間の実績と反省

4月に行われるインターシティ一・

ミーティングの組織等の打ち合わせ

・○去る12日13日（日）の思恩園のクリスマス会へ

会長が出席して子供達の演劇等を観賞してきま

した。

○昭和57年の1月5日の理事会を下記に依り行

う。

開催場所　第一イン鶴岡2階郷味楽

時　　間　PM4：30

登録料　5，000円

○会員増強に関する件

今年度目標10％増の7名の増強をめざして努

力致して居ります。皆様からの特段のご協力を

お願い致します。

○次回例会は12月22日となって居りますが、12月

19日（土）に西クラブとの合同クリスマス家族

会に変更となって居りますのでぜひご出席下さ

〔幹事報告）

○ロータリー勉強会のお知らせ　酒田R．Cより

日　時　57年1月24日　PMl：30分

場　所　温海温泉　ホテル萬国屋

講　師　中央大学教授小堀憲助先生

テーマ　始祖ポール・ハリスのロータリー

会　費　1泊（懇親会）15，000円

日帰り（〟）　10，000円

勉強会のみ　　　1，000円

○新会員の推薦に関する氏名発表

風間真一さん　㈱荘内銀行常務取締役

アディショナル正会員　推薦者玉城俊一君

委員会報告

◎社会奉仕委員会　川村徳男委員長

当クラブより鶴岡市庁舎新築に伴う記念行事と

して、行事告知板の寄贈の件ですが12月17日午前

10時より市庁舎に於て贈呈式を行います。会長と

私が出席の予定です。

来年行われるたら汁会の席でオークションを行

いたいと考えて居ります。2，000円位の品物を持

ち寄ってご寄附願います。ぜひクラブの為にご協

力をお願いします。詳細につきましては後程書面

にて連絡致します。

ビ　ジ　タ　ー

（温海R．C）　今野義介君、藤谷隆君

（余目R．C）　金子勝見君

（鶴岡西R．C）野口　弥君

（スヤ＿イ1り

石黒慶之助君　ガバナーノミニー事務所開きと会

員各位の絶大なご支援に対し心から感謝して。

（今週の担当者　佐藤元伸）

鶴岡ロータリークラブ創立　昭和34．6．9　　承認　昭和34．6．27　353地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235幽7711
例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会日　毎週火曜日　午後12．30～1．30



全長新穂光一郎　幹事藤川享胤　頭全長・クラブ奉仕内山喜一　職業奉仕高岸三雄　社会奉仕川村虎男　国際奉仕斎藤利男　青少年革仕佐藤恢治

出席報告：会員73名　出席53名　出席率72．60％　前回出席率83．56％　修正出席70名　確定出席率95．89％

1981年　を　顧　み　て

今日は1981年の最後の例会です。丁度半分終わ

りました。12月が終わればR．C会長は大体終わ

った様なものだと言いますが、今年はどうもその

様な気がしません。長くもあり短かくもありまし

た。大変だったと思います。景気も大変低迷して

私も例にもれず不況の風をまともに受けました難

しい一年でした。

クラブの半年のプログラムを調べて見ましたら

例会23回、理事会6回、臨事理事会4回、クラブ

協議会3回、開催しました。又行事としてほ、8

月4日ガバナー公式訪問、9月4日　月山牧場で

の家族会、9月11日　庄内空港建設期成同盟会、

9月17日　中高校生英語弁論大会、9月20日　庄

内分区Ⅰ．G．F、9月26日～27日　R，Ⅰ連合年

次大会、10月6日ニューブランズ・ウィック市長

歓迎会、10月25日　遊佐クラブとの合同例会、11

月15日　八幡R．ClO周年記念、中山R．Cチャー

ターナイト、11月20日　静岡日本平R．ClO周年

記念、11月22日R．A．C年次大会、11月23日　台

中港区R．C釆鶴歓迎会、12月12日　ガバナーノ

会長　新　穂　光一郎君

ミニー事務所開所式、12月17日　行事予定板を市

へ寄贈、12月10日　クリスマス家族会、12月23日

R．A．C年次大会反省会等大変多く行いました。

来年は石黒ガバナーノミニーがガバナーに就任

されますその準備に大変忙しくなり、皆さんに大

変ご迷惑をお掛けする事になると思いますので貴

重な時間をお貸し下さい。

遊佐R．Cの帯谷修一会長よりお礼状が来てお

ります。文台中港区R．C　曽隆基会長よりクリス
マスメッセージと新年の挨拶状、又米山記念奨学

生の秦君より明けましておめでとうございます。

昨年はお蔭様で無事卒業でき就職も出来まして心
から感謝申し上げますと両方共赤い給麗な紙に書

いてあります。台湾では赤はお目出たいのだそう

です。エルサンの社長さんが挨拶に見えられまし

た。

今年は社会問題とか国際問題をお話し申し上げ

ましたがその中より重大ニュースをピックアップ

しましたら15ありました。

①行財政改革　②オタワサミット　③ミッド／

合同クリスマス家族会スナップ



本　当　の　友

斎藤得四郎君

近頃ロータリーの例会の始まる前
に面白い風景にお目にかかる。相当

のお金が笑いながら出入して居る。

多分二次会のつけの金だろうと想像される。良い

悪いは別としてほほえましい光景だ。ロータリー
とは固苦しい会合と思いがちな中に、お互い其の

友達としてつき合える事は大切なことで、ロー一夕
リトは一業一人の根本に立ち帰って各自の事業・

商売を善用し合って本当の友としてつき合える友

達になりたいのが、皆んなの本音ではないか。

ノウェ一号帰港（非核3原則）④日米欧貿易摩擦

⑤イラン首相府爆破　⑥サダト大統領暗殺、レー
ガン大統領狙撃事件　⑦ポーランド内紛　⑧スペ
ースシャトル打ち上げ　⑨内閣改造　⑲女性が目

立った事件（言語・行動に積極的）⑪通り魔殺人

事件　⑲北炭夕張炭鉱爆発事故　⑱レーガン大統
領就任　⑯神戸ボートピア　乗・英国チャールス皇

太子、ダイアナ嬢とご結婚。以上の様なことが今

年ありました。

あと2日で本年も終わります。来年1月5日お

目に掛かりましょう。皆様良いお年を迎えられま

す様にお祈り申し上げます。今年はこれで終わり

（幹事報告）
1．1月5日の例会にはお酒が出ますので成るべ

く車を運転なさらないでご出席瞑います。
2．犬年にあたっている会員の皆様より一人3分

間のスピーチをお願い致しますのでご用意下さ
い。

委員会報告

◎プログラム委員会　　　　　板垣広志委員長
来年新春5日の例会に犬年生まれの当クラブ8

人衆に新年の抱負やら色々3分スピーチをお願い

致します。お名前を申し上げます。

斎藤栄作君、鈴木弥一郎君、三井健君、森田清
治君、佐藤昇君、中江暫夫君、丹下誠四郎君、
小松三雄君。

◎国際青少年交換委員会　　　小池繁治委員長
今回交換学生のジェームス君が1年の留学を終

えまして来年1月11日帰国されることとなりまし

た0クラブとして1月7日送別会を開催致したい

と思います。これは飽くまでジェームス君のため

の送別会ですので、主賓はジェームス君の学んだ

鶴岡工業の友達を中心にしたパトティーにしたい
と思います。又この一年ジェームス君を受入れて

みゝずのたわごと

佐藤　　忠君

時々、自然界の巧妙さに驚く事が

ある。土・水・空気、そして人間も
含めた生物が、互いにかかわり合い

乍ら生息している。生物は自然の法則に適応し乍
ら連綿と生命を継承して来た。そして人間は、文
化を積み文明を築いた。近世の異常な物質文明、
末恐しい感さえしてならない。人間は豊かになる

程、自然に対する適応性がなくなり、遂には自然

界からの落ちこぼれになるのでほ～心配症のたわ
ごとかな。

下さった4家庭奥様ご家族の皆様をご招待申し上
げ、当クラブでお膳立てをしてお別れノミ・一ティト

を開催したいと思います。全員のご出席をお願い

申し上げます。
クラブの予算があまりありませんので登録料

2．000円ですが欠席の方からも1．000円ご負担お願

い申し上げます。その中にジェームス君に差上げ

る記念品（日本風の飾り物）も含まれています。
主になる方が青少年ですのでお酒はありません。
5時より始めて7時に終わる予定です。又当日1

月7日の設営に青少年委員会、国際奉仕委員会の
方はお手伝いお願い申し上げます。叉打ち合せを
1月5日の例会後いたしたいと思いますのでお残

り下さい。

鶴岡・鶴岡西R．Cクリスマス家族会収支決算書

1981．12．19　於：第一イン・鶴岡
収入の封

＿＿寧　　日！金　額＝　　　備＿＿
登　録　料l720，000轡岡R・C

鹿岡西R．C

クラブ補助222，370鶴岡R．‾百‾144，6痴
（例会会場費58，400）

鶴岡西R．C　77，675
（例会会場費38，000）

準＿収　入llO，0001ご鱒儀
合　　計．952，370■

支出の郎

自　己金　額＝　　　備　　　　　　　考
会場費l906’520冒讐二差益二言‾竃

装飾費！45，8501雪一驚．レイ他

合　　計≠952，370

（ビジ　タ　ー）

（鶴岡西R．C）　斎藤健治君

（今週の担当者　菅　　　健）

鶴岡ロータリークラブ創立　昭和34．6．9　　承認　昭和34．6．27　353地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235銅7711
例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会日　毎遇火曜日　午後12．30～1．30
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年男会員ス　ピーチ（成年生）

○丹下誠四郎君

昨年の出来事等の報告を兼ねて挨掛こ替えさせてい
ただきます。私達の業会もここ4・5年はドン底の世
界になって参りまして、開業18年目を迎えて始めてで
ございます。昨年の9月に17年目にして始めて支庁の
税務課より調査を受けまして2千円以上の飲食税の中
で付け落しを見つけられ大変なおしかりを受けました。
今は大変反省しておりまして、今後は法を守りながら
心からのサービスを心掛けながら頑張って参りたいと
考えております。皆様方の御健康と当クラブの益々の
発展をお祈り申し上げましてスピーチと致します。

○中　江　哲夫君

私と同じ戌年生れの同族は全国で860万人位で人口
に占める比率は7％位で十二支の中で少し低い様でご
ざいます。私が生れた昭和9年はだんだん世の中が暗
くなる時期でありますが、次の昭和21年は正にドン底
でその次の昭和33年はミッチーブームで皇太子が結婚
された年でだんだん豊かな時代に入ります。次の昭和
45年が正に高度成長の真最中で今年が厳しい年とな
って居ります。この様に12年毎に見て居りますと世の
中の景気や波を感ずる訳ですが、我々も花の中年にな
りますが今年も頑張って参りたいと思いますのでどう
ぞよろしくお願い致します。

0三　井　　健君

私は大正11年の戌年生れでございますが、私の商売
柄本当は酉年生れの方が良かったのではと思ったので
すが、お袋の腹の中に少し長く居りまして戌年になっ
てしまいました。私共の商売は経費の7・8割は原料
の餌が左右するのですが、昨年は私が商売に入って以
来の高値で商売も難かしかったのでございます。昔は
卵と牛乳の値段が同じでしたが現在は牛乳の約半分以
下の値段で、称して物価の優等生等とおだてられて居
りますが、私は皆と一緒に進級できず落第生と思って
居ります。落第生でも我々養鶏家の努力により何んと
かやって行けるのは優等生なのかなとも感じます。私
は現在ブロイラー養鶏を主にやって居り、もう4・5
年位頑張りまして伴に後を譲りたいと考えて居ります。

0森　田　清　治君

昨年、中江さんが十二支の中で2本足で立てるのは
酉（鳥）だけで最も進化した動物であると申されまし
たがこれは根拠の無い話であります。十二支の12進法
は古代バビロニアから起り中国を経て日本に伝わった
物と考えられ、これらは元来動物では無く十二支と十
支を組合わせて日を数え後に年や月を呼ぶ様になり、
その方法が日本にも伝えられ特に干支で年を呼ぶ事は

現在でも行われている、と事典に書いてあります。昔、
軍隊に居った時、必ず武運長久とか御身大切等の手紙
等を人々から載いたものですが、私自身も最近特にこ
れらの文言が互の話題の中に出る様になり、身にしみ
て聞える様になりました。今迄丈夫で仕事や遊びが出
来た事を感謝しながら健康管理と心身一如のコントロ
ールを忘れない様にしたいと思います。

0佐　藤　　昇君

私は大正11年生れの老犬でございます。犬は昔から
人に従順だとか忠実だとか利口だとか言われて居りま
すが、私は例外の様でございます。還暦と言われます
と何んだか少しさびしい気もいたしますが、昨年県知
事の板垣さんが実際は65才なのですが他人から年令を
聞かれたら55才だと答える事にしているとの事でした
ので、私もこれからは当年取って50才という事でやっ
て行きたいと考えて居ります。これからはロータリー
の諸先輩も沢山いらっしゃいますし、若い者にも負け
ない様に仕事の方でも遊びの方でも頑張って行きたい
と考えて居りますのでよろしくお願い致します。

0鈴木弥一郎君

私は第7回目の成支に当ります。皆さんの友情に支
えられ、18年間ロータリーの飯を食べて参りましたが
御恩返しの出来ないのを残念に思って居ります。歴史
的に見ると戌年は比較的平穏で大荒が少く、戌年生れ
の人は大むね温しく地味で勝れた学者が多いという説
があります。確かに学界や財界や政界にそれぞれ優れ
た人物や過去の成年イメージと異った人物も多数居り
ます。従いまして82年の展望は前半平穏で後半波乱含
みというのが定説の様です。本年は当クラブより石黒
ガバナーを送り出す最も意義のある記念すべき年とし
て祝福致しまして話を終らせて頂きます。

0斎　藤栄作君

私は成年生れという事をここに来て初めて知りまし
た様な訳で仏滅とか日が良い等を信用もしないし関心
もありません。私は医者になって以来、毎年考える事
があります。たった1人の人間を自分が助けたという
気持ちと自信があれば医者になった自分の志が達せら
れると決心した事です。日本には10数万人の医者が居
りますので毎年10数万人が助かるのではという考えで
今日迄来ました。
の地方に於ける胃

私が開業以来心掛けて来た事は、こ
ガンの診断です。その事を念頭に置

き、いろいろな施設を整え、本を読み、この地方に役
立つ様に心掛けて来ました。今年もその気持ちでやっ
て行きたいと考えて居ります。よろしくお願い致しま
す。



捕虜の新春
佐　藤　　昇君

昭和21年、私はスラバヤ郊外のブヾタ

ン収容所にいた。周囲は高さ6m位の練

瓦塀で囲まれた元女囚の刑務所で終戦直

後インドネシア軍の猫立運動の時ここで日本人が多数

射殺された所です。12月31日、夜突如として収容所の

周辺から銃声が起きた。我々はインドネシア軍の襲撃

と思った。ただ闇の中を逃げ廻るだけで収容所内は大

混乱になった。が、しばらくしてこれは華僑の人達が

新年を迎える為の爆竹であった。命拾いした我々も忘
れていた正月を思い出しながら、目出度く昭和22年の

新春を迎えた。あれから35年、毎年除夜の鐘を聞き乍

ら当時の事が思い出される。

佐　藤　　衝君

昨年の建設業界は、談合問題に明け暮

れた一年であった。過去の判例では指名

業者が何らかの協定もせず入札に臨めば

過当競争に陥ることが多い。落札価格を通常の利益が

加算された価格まで引き上げようと協定することは刑

法に触れない。業界の「守り札」のような大津判決が

ある。これから先、私共地方の中小企業は本当に真価

の問われる時が来たと思う。私の大好きな言葉、草柳

大蔵氏の「Smallis beautiful Small

is powerful」を大事に企業の先頭に立って大い

に頑張りたいと思う。

（車二二車√す）
01月19日クラブ協議会、4月に行われるLCA4の準

備打合等

○当クラブ↑の年賀状　台中港区RC。遊佐RC。鶴

岡J．C。社団法人思恩会。ガ

バナー事務所。酒田R．C。酒

田東R．C。藤沢R．C。飯島P．

G。

幹　事　報　告

○会報　鹿児島R．C

Oエテバリ君より石黒先生への手紙

年頭の挨拶と結婚式の招待

委員会報告

◎SAA委員　佐藤陸男君

始めての委員会報告です。当クラブSAAについて

他クラブのビヂクーに訪ねました所、鶴岡クラブSA

Aはきちんとしていて大変よろしいとはめられました。

しかし、その後で例会の席での私語が若干多いのでは

との助言がありましたので、今後は皆様の御協力を得

ながら注意していきたいと思いますのでよろしく。

〔垂＿睦委員会〕
上野三郎君

1月26日に行われるたら汁会の案内

場所は例会場とする。

1月19日23日迄当日行う予定のオ→クション用の品

物を事務局迄提出願います。品物を提出しない方は2

千円のスマイルをお願い致します。

青少年交換委員会

交換学生ジェームズ君の送別会

1月7日PM5：00より　例会場に於て開催

出席者2千円　欠席者千円のスマイル

（亘二二幸誕‾‾‾‾享つ

板垣俊次君、三井健君、斎藤利男君、玉城俊一君、

渡会正三君、吉野勲君

（旦様誕生＿＿〕

川村友子様、今野泰子様、庄司志津子様、津田満理

子様

了吏‾面‾盲

22年間皆出席　　張紹淵君

21年間皆出席　　三井徹君、嶺岸光吉君

5年間皆出席　　上野三郎看

1年間皆出席　　池田弘君

12月200％出席　張紹淵

12月100％出席　57名

r

十・・1・㍉封伸一‘▲
官庁御用始め

RC理事会（第一イン）至芸呂

至㍊芸人芸。
19日　クラブ協議会（山王プラザ）

20日　大　寒

鶴岡ロータLトークラブ創立　腔珊134．6．9　　承認　昭和34．6，27　353地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235銅7711

例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール・例会　口　毎週火軒勘一　午後12。30～1．3∩



ロータリークラブ

撃新穂光一郎幹事藤川享胤副会長・クラブ奉仕 内山喜一　敬業奉仕高岸三推社会奉仕川村徳男　国際奉仕斎藤利男　青少年奉仕佐藤順治
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〔元‾ジクー卓話〕

◇新会員の教育と修了証書について　　　　　　　　　　酒田東R．C　村　上　七五三君

酒田東R．Cは創立15年になり、現在会員57名のクラブですが創立5～6年頃まで退会

者が多く、非常に困難な時代がありました。
会員増強に力を注いで新会員を増強するのですが、退会者が多いのです。いろいろ原因

を検討してみると入会前と入会後の教育に欠けて居ったのに気がつきました。これは先輩
ロータリアンの責任ですので、ロータリー情報委員会資料によるtt新会員に対する入会後

3ケ月間のロータリー情報集会予定表”を参考にして実行致しました結果、会員も逐次順

調に増えクラブ奉仕活動も活発になり今日に至って居ります。参考までに当クラブの新会

員の教育方法を紹介致します。
ロータリー情報委員会がプログラムを作り、勉強会を3回～4回に分け1回の教育時間を3時間位とし

先生はロータリー情報委員が交互に担当し、勉強好きな会員も参加して楽しく行なわれます。新会員のお
宅を順番に廻って実施するのが一番効果的なようです。奥さん初め家族の皆様と知り合いロークリ【を理

解していただけます。
所定の教育を修了した会員のみ、後目会長、情報委員長連名で修了証書を交付致します。これが予想以

上に好果的でした。

◇80年代は幹部の後姿で勝負する企業になろう　　　　　　温海R．C　本　間　儀左衛門君

温海ロータリークラブの本間でございます。不透明・不確実性の時代と云われるだけあ

って、私共観光レジャー産業界にあっても、昨年は大変きびしい年でございました。当ホ
テルの場合は、遅まきながら、昨年から「法人成り」をして会社経営の第1年を経ました

が、苦労の中からも大変みのり多い、勉強させられた一年でもありました。

昨年12月に、鶴岡市農協様から講演を依頼されました。当ホテルで忘年会をなきるので

すが、その前に1時間半位、労務・管理についてお話をせよと云うご要請でございまし

た。鶴岡市農協様は県下でも1、2の大農協で「役職員研修会」となると270名位の人数にもなりますの
で、私でなくとも、もっと立派な講師をと思いまして、随分辞退したのですが、是非にと云うことで「職

業奉仕」と思って、お引き受けしました。

私は『労務管理を超えるもの』と題してお話したのですが、80年代のきびしい経営環境の中では、単に

労務管理に精通して、一般的にこれを押し進めた処で、本当の従業員のモラールを結集し、従業員に、生
きがい、働きがいを掴みとってもらうことはできないのではないかと思っております。労務管理の、その

奥にあるもの、労務管理を超えるものが大切なのではないか？
丁度、ニ～チェが「超人」ttder tJbormensch’’を求めて思索し続けたように、労務管理を超えるある

ものこそ80年代の経営にもっとも必要且つ大切なのではないかと云う主旨のお話しを致しました。

私が講演の中でもっとも時間をさいて強調したのはtt幹部はつらいよ”と云う項で経営にとっての幹部

の重要性、幹部としての仕事のむずかしさと、働きがいの尊さとでも申しましょうか、要するに企業の盛

衰は、社長の人格、力量は勿論であるが幹部の良否によって決まると云うことです。　　　（次頁に）



菅原∴辰古君

私はこの頃、狸の置き物に興味を
もっている。私の手許には大小併せ
て10箇許りあるが友人は11箇とい

う。最後の11箇目はお前自身だと笑

わせる。狸は「他を抜く」といい、

他より抜き出て秀れているとか。他を追い抜いて

勝つ意味があるといわれているが私はそんな事よ
り、見ているとなんとなく愛くるしい「ボンヤ

リ」ものの姿が気持ちよい。狸八柏の理屈等みる

と円転酒脱な禅味さえ感じられ、とかく失われが
ちな現代の「心の糧」として喜ばしい。

結局、幹部にとって一番大切なのは気塊であっ
て「面魂しい」だと私は思います。又、後ろ姿こ

そが大切だと思います。子供達は父親の後ろ姿を
みて育つと云われております。部下は上司（幹

部）の後ろ姿をみて勇気づけられたり、暖かい愛
情を感じとったり、口に出さない叱正を感じとっ

たりするものです。突撃のときに部下は敵陣を見
ないで隊長の後ろ姿をみて明晩するのと同じで

す。

後ろ姿をみて部下が了解し納得するような幹部
をつくることが社長の仕事ではないでしょうか。

男はtt後ろ姿で勝負する”と云うことでしょう。

昨日、新潟鉄道管理局に陳情することがあり出
張致しました。往復の列車の中で、川上哲治氏の
著書『悪の管理学』と云う本を読んでおりました
ら『後ろ姿で幸いよ』－指導者たる者のttやさし

さ”と　ttきびしき”－と云う一節がございま　し

た。全く同感ノ′

川上哲治氏と云えば元巨人軍の名監督、野球の

神様です。
同じ事をおっしゃっているなと思うと誠に意を

強くした次第です。
女は前姿
男こそは後ろ姿

後ろ姿の立派な男達を創ってゆくことこそ、80

年代のきびしい経営環境に打ち克ってゆく経営者
の道ではないでしょうか。ご静聴ありがとうござ

いました。

●日本人の考え方、食べ方など、いわゆる文化一般に対

する評価を表わす言葉に．tバナナカルチャー”というの

があります。これに対する珍解答を2、3ご紹介しまし

ェう。

まず、バナナのようになが～い国の文化だから、日本

人は黄色人種でバナナのように顔が黄色いから。それか

ら、バナナぽっかり食べてるからという答もありまし

た。とにかくいずれの答も違うのだけは事実。さて、あ

なたはこのtt難問”にどう答える？

佐藤順治君

あなたの趣味は何ですか」と聞か
れると「私は趣味のないのが趣味の
ようなものです」と答える人が案外

多い。実は私もその一人なんです。

そのかわり色々なものに興味は持っ
ておりますが、手を出さないで目で見、耳で聴く

程度でした。
「何か二人一緒の趣味を持ちたい」と何時も家

内に言われておりますし、私も愈々老境に入りま

したので、そろそろ家内の意見に同調しようかと

考えている今日この頃です。

入会にあたり

風間真一君

昭和2年10月5日生

昭和29年東大法学部卒

財団法人専念社理事長
金屋興業株式会社取締役会長

勤務先　荘内銀行常務取締役
自　宅　鶴岡市泉町6－20

TEL O235－22－1050

入会申込者の趣味の欄を書くのに、もともとこ

れが私の趣味だと申し上げられるのがないのに、

出来るだけたくさん書くようにとのことで困りま

した。たった一つ「山歩き」とだけ書きました。

登山というような大げさなものではあ　りませ
ん。以前は年に3～4回も月山に登ったこともあ

りますが、近年は夏のシーズンに1回がやっとで

す。
植林地を見ながら山歩きも、近頃では春と秋の

最も気候の良い頃にしか出かけなくなりました。

それから、夏の海水浴も好きでよく行ったもの
ですが、今は真夏プールに顔を出す程度です。

自己紹介の一部です。今後宜敷くお願い申し上
げます。

ビ　ジ　タ　ー

（温海R．C）　本間儀左衛門君、今野義介君
（山形西R．C）渡辺　浩君
（立川R．C）　滝祥　源君
（酒田東R．C）村上七五三夫君

今週号はテープレコーダーの故障により不備な

所があります。悪しからず。

（今週の担当者　早坂重雄）

鶴岡ロータリークラブ創立　昭和34．6．9　　承認　昭和34．6．27　353地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235銅7711

例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会日　毎遇火曜日　午後12．30～1．30



豆：二＿三．253地区　鶴岡ロータリークラ

［コ一夕リ

世≡罪∃聖

会長新穂光一郎　幹事藤川享胤　副会長・クラブ奉仕内山喜一 鼓業奉仕高岸三堆 社会奉仕川村徳男　国際専任斎藤利男

会員－74名　出席5才名　出席を神．27、一覧ニー前i

年男ス　ピ　ーチ

小松三雄君

自分の体験した事を一つお話しして責務を果た

し、年男のステップにしたいと思います。

巷間云われて居りますように、健康は目標では

なく財産であるという事です。

3年程前、たまたま風邪を引きまして、高熱も

出、心配をかけたのをきっかけに、煙草を止めて

みようと思った事でした。私はかなりのヘビース

モーカーでしたので、同僚からは3日もすればま

た飲むさ、と云われながら今日まで煙草を飲まず

に来て屠ります。

その後体重も増え、酒を飲んでも煙草を一緒に

飲んだ頃のような翌日の不快感もなく、よかった

と思って居ります。

煙草を止めた成功をステップに、今年も目標を

持って頑張って行きたいと思って居ります。

軍竺讐聖些攣鱒治　　弓

二丁二＿‡三三一‾H＿＿＿＿＿＿＿＿＿≡≡＿三二主三三竺三二圭≠∈三幸蔓三．二重′＝iJr当室妄＝宇戸．＿毒．＿キュ

ーの歓迎も併せ行う為に慣例的に行われている

りものです。更に規定審議会の代議員の選出も

行う事になっています。

○Ⅰ．C．M昭和57年4月24日迄のスケジェール

2月中旬までガバナー事務所に計画書提出

3月1日　市長、会議所会頭宛、案内状発送

3月25日　一般案内状発送

3月31日　無返事者にTEL確認

4月5日　出席者確定

4月12日　プログラム原稿倦め印刷発注

4月22日　準備完了確認

4月23日　諮問委員会

4月24日　当　日

○当日タイムスケジュール

9：00　登録開始

9：卸　次期会長分科会点鐘

10：00　現会長・幹事登録

10：10～10：50　次期幹事分科会

次期会長・幹事研修会

12：10～12：50　全体会議（Ⅰ．C．M）

エキスカーショソ（花見？）

1：30　ガバナーノミニーの歓迎パーティー

3：00　終　了

〔例会メ　モ）

石黒ガバナーノミニー地区の状況など

先頃、早坂バストと小松副幹事と3人で郡山の

諮問委員会に行って参りました。

本年は最近になって大雪になり、本来ならこの

会合は鶴岡で行わなければならない事でしたが、

雪の3ケ月間は雪のない処で、として居りました

事もあり、よかったと思って居ります。

又、地区の役員・委員の方々は既に私の手を離

れて色々の準備をされてる様子は大変嬉しく思っ

て居ります。地区の活動は既に鶴岡に移って居り

ますし、人選が終わり次第皆さんにも色々の仕事

の割り当てがあると思います。

ク　ラブ協議会
第4回

1月19日（火）PM4：30山王プラザ

本日のクラブ協議会は、日程的に急ぐⅠ．C．M

がある為、メンバーが重複する事もあり、Ⅰ．C．M

打合せ会と変更し、会議がもたれた。

○Ⅰ．C．M（インターシティ・ミーティング）実

行委員会名簿

総務委員長　川村徳男君

委員　佐藤昇君、石井敬三君、山口篤之助君、
三井賢二君、中村富暗君、庄司嘉男君

会務委員長　内山喜一君

委員　三浦悌三君、石川寿男君、佐藤陸男君、

本山弥君、S．A．A全員

宿泊交通委員長　高岸三雄君

委員　阿部与十邸、佐藤元伸君、横田庄司君

○Ⅰ．C．Mの主旨（石黒ガバナーノミニー）

LC．Mは地区協議会の前に地区の次期会長
・幹事の研修を目的に集まり、ガバナーノミニ



鶏　　　飯

菅　　　健　君

私が子供の頃、母が良く作ってく
れた庄内藩の野戦料理と思われる郷
土料理をご紹介致します。鶏1羽
（鴨なれば一番良い）を解体して殻

で充分醤油味でスープを取る。肉は茹でて塩を少
々ふる。その肉を挽肉ように細かく切る。鶏卵を

用意し茹でる。白味と黄味を別けて各々細かく切
る。ネギをみじんに切り薬味とする。各々出来た

材料を大皿に盛り合せる。井に飯を盛りその上に

先の材料をのせてスープをたっぷり掛けて喰べ

る。寒い夜には最高です。

（会長報告）
・○ヨト一一コッパ・米国は100年に一度の寒波に見舞

われているとの事です。姉妹都市ニューブラン

ズ・ウィック（ニェージャージー）等ほどうな

っているものですか。

○本日、クラブ協議会が開かれますが、新会員の

方々ファイアーサイトミーティングもあまり

行われていませんので、地区の会合等にも、今

日行われるようなクラブ協議会等にも、ぜひ出

席されるのがR．Cを理解する早道かと思いま

す。

○新会員の風間真一君の所属委員会はS．A．Aに

願います。

02月23日例会は佐藤忠君の申し入れがあり、年

次大会の活動実施計画の検討という事になろう

かと思います。皆様、総務部会、式典部会、観

光交通部会に分かれて戴くようです。

幹　事　報　告

○ロータリー日本史の予約受付けが来ています。

2月15日迄3，500円です。

第1部　50年のあゆみ

第2部　最近10年のあゆみ

○上半期の会費今月一杯まで納入戴きたいと思い

ます。

01月11日午後9：15日本航空771優でジェームス

君が帰国致しました。

9日の鶴岡を離れるについては会長初め皆さ

佐藤陸男君

57年1月2日、私共が10年前に始

めたスイミングクラブの第1回生卒

業生との新年会があった。小学生が

泣き乍ら練習をした10年前の顔をな

がめ、温い思いが胸にただよった。

高校生を破る中・小学生ひ出現には、県内各地

の水泳関係者は皆、目をみはったものでした○そ

の少年少女たち一堂に酒を呑みかわすこの感激は

忘れることが出来ない。又来年楽し酒を呑み交わ

したい。

んからお見送り戴き、ありがとうございまし

た。

ホストファミリーの方々と別れるのがつらく

しばらく泣いて居りました。彼は19年の人生の

中でこんなつらい別れをした事がないと云って

居りました。

私（藤川）が彼に前から約束していた事でもあ

りますので、2日程東京見物致しました。ジェ

ームス君から皆さんにも宜しく云って下さいと

の事でした。

鶴岡ユネスコ協会からのお願い

三井　　徹君

最近、世界的にユネスコ運動が盛り上がって居

ります。鶴岡のユネスコ協会も皆さんの積極的な

援助を持ち、巾広い活動をして行きたいと考えて

居ります。

事務の手違いから今頃56年度の会費のお願いを

して居ります。以前戴いた方もあり重複お願いの

方もあるかと思いますがよろしく願います。

昨年、日・台友好キャンプというのをやり大変

な成功であったと思います。パンフレット出来て

居りますのでご覧下さい。

〔ス　マ　イ　ル）

○佐藤友吉君　道形地内化部振興センター入札決

定

○藤川さんの娘さん荘内日報に紹介された。

（今週の担当者　石井敬三）

鶴岡ロータリークラブ創立　昭和34．6．9　　承認　昭和34．6．27　353地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235餉7711
例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会日　毎週火曜日　午後12．30～1．30
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場所　例　　会　　場
日　時　S57．1．26（火）点鐘18：卸

月加日午前11時55分逝去なされました。斎藤さ
んは、第9代当クラブ会長をなされた皆様大変
お馴染の方です。あのユニークな毒舌が聞けな
くなりました事は非常に悲しい思いで一杯で
す。心からご冥福をお祈り申し上げたいと思い
ます。皆様と共に斎藤得四郎さんに黙躊を捧げ
たいと思います。

○インターシティ一・ミーティングの実行委員の
メンバーを発表いたします。

総務委員長　川村徳男君
委員　佐藤昇君、石井敬三君、山口篤之

助君、三井賢二君、中村富昭君、
庄司嘉男君

会務委員長　内山喜一君
委員　三浦悌三君、石川寿男君、佐藤陸

男君、本山弥君、S．A．A全員
宿泊交通委員長　高岸三雄君

委員　阿部与十郎君、佐藤元伸君、横田
庄司君

以上の方々にお願い致します。
○会報にⅠ．C．Mのプログラムが掲載されていま
すが、その内タイム・スケジュールのうち次の
点を訂正お願い申し上げます。

①　9：卸　次期会長分科全点鐘を
次期会長・幹事会に。

②10：00　現会長・幹事登録を
現会長・幹事会に。

又、はっきりしましたらプログラムをもう一度

発表致します。
○今日は例年の通り鱈汁会です、充分に作ってあ

ります。鱈は手塚さんのご好意で31毎の鱈で
す。鮭は今年最後と思います。心おきなくご賞
味下さい。

〔幹事報告＿）
○例会変更のお知せ
鶴岡西R．Cでは　2月5日の例会を麿汁会のた
め、次のように変更します。

日　時　2月6日（土）午後6時登録
場　所　ホテル　由　良
登録料　宿泊7，0伽円　日帰り　4，000円

マージャン参加者2，000円

○斎藤得四郎さん宅より、香貪返しとして清酒5
本頂きました？

鱈　汁　親　睦 A
冨

親睦委員会挨拶　　　親睦委員上野三郎君
皆様お晩です。只今から恒例の鮭汁会を始めた

いと思います。親睦委員会、今年度4回目の親睦
行事です。委員長より私が今回担当するように命
ぜられております。8時迄楽しい時間を持ちたい
と思います。鮭汁会ですので鮭汁を存分に、心置
きなく頂戴したいと思います。皆様もぼうぼうで
鮭汁を食べておられると思いますが、クラブの会
長さんご自身の味付けの鱈汁は、我がクラブだけ
と思いますので充分召し上がって頂きたいと思い
ます。飲み物は日本酒とウイスキーを用意して有
ります。ビールは腹が張ると言うので準備致しま
せんので宜敷くお願い致します。テーブルの上の

紹興酒は台中港区R．Cの皆さんの来鶴の時のお
土産です。オークションは社会奉仕委員会の皆さ
んで行って頂きます。
又ここに用意しましたカラオケですが斎藤得四

郎さんが亡くなられてまだ日が浅いと言う事で、
どうしようかと考えましたが、故人もあのような
方ですのでお許し頂けると思いまして．計画通り
実行することにいたしました。皆さん遠慮なく出
て腹ごなしに歌って頂きたいと思います。

今日の磨汁会には新穂さん、手塚さん、又S．
A．Aの皆さんからお手伝い頂きまして大変有難
うございました。
では乾杯から始めたいと思います。乾杯の音頭

を当クラブ2番目にお若い小松三雄君に元気にお
願い致します。

鱈汁親睦会の経過
磨汁会は親睦委員の上野三郎君の挨拶で始まり

小松三雄君の乾杯の音頭で酒宴に入り、楽しい雰
囲気の中で高岸三雄君の名調子の音頭でオークシ
ョンが行われ、48点の品物が45分間で全部落札さ
れました。クラブ資金もかなり潤った模様。その
後にカラオケ大会となり、内山君、森田君、渡会
君、小松君、新穂君等々多数の方が出演され、玄
人顔負けの「のど」を披露しました。定刻8時に
「手に手つないで」の大合唱で盛会の内に散会と
なりました。

〔会長報告‾〕
○非常に悲しいお話ですが、私達クラブの2番目

の長考であられました斎藤得四郎さんが去る1



小花初代会長を偲びて

鈴木弥一郎君
当クラブの初代会長・小花盛雄先

生は、鶴岡ロータリークラブの基盤
を作ったポール・ハリスでした。開

業医として、あのお忙しい中にロー
クリーに傾けられた燃ゆる情熱と英知には感激の
外ございません。数多くのご功績が偲ばれますが
又友情にも極めて厚く、中学校時代のクラそメイ
トであります私のクラブ会長職の昭和51年秋、不

幸にしてご逝去され、ほからずも先生のご霊前に
クラブの弔辞を申し上げました私の、生涯の忘れ

待ぬ思い出であります。

ゲ　　ス　　ト

石黒ガバナーノミニー事務所の辻亮さん、菅原允
さん

佐藤友吉君

私がロータリーに入会させていた

だいて、早や7年になります。

お蔭様で、健康にも恵まれ、一日

も休まず、皆勤賞まで頂いておりま

す。只、仕事の都合上、ロータリー
の例会と出張が重なる日が多く、他地区ロトタリ
ーにも出席させて頂き、普段お会い出来ないロー

タリアンの方々とも交流しております。

今後も皆勤を続けるよう、頑張っていく所存で
ございます。

〔‾ビジ　タ　ー）

（鶴岡西R．C）　佐藤成生君

鰐　汁　耕　睦　会　ス　ナ　ッ　プ

鰐　　汁　　賞　　味

名　コ　ッ　ク　さ　ん

オ　ー　ク　シ　ョ　ン 手に手つないで

（今週の担当者　菅　　　健）

鶴岡ロータリークラブ創立　昭和34．6．9　　承認　昭和34．6．27　353地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235銅7711
例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会日　毎週火曜日　午後12．30～1．30
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くく技術・田園都市’’宣言に因んで

鶴岡商工会議所より21世紀の鶴岡を考えるとい

う事で諮問を受けた鶴岡発展構想委員会の責任者

として、皆様に訴えて、その中で1つでも2つで

も21世紀迄に私達が提案した事が皆様のご協力に

より実を結べばという願いを込めまして説明させ

ていただきます。技術田園都市建設計画は7項目

が提案されております。技術田園都市宣言とした

理由は、テクノポリスの技術集積型都市と故大平

首相に依る田園都市国家建設構想に因んで名づけ

鶴岡高等専門学校教授　結　城　清　書　氏

施設の整備などの医療対策は最も優先すべき課題

である。鶴岡庄内の地は我が国の中で高齢者人口

比率のもっとも高い地域の一つとなる事を認識し

医療・保健・福祉などの対策が必要不可決なもの

となります。具体的には荘内病院の拡充整備を含

めて医療センター及び保健センターの建設を提案

する。

第三に明るい住みよい町をつくるための計画

（1）整った市街地をつくるための計画。駅前開

ました。

第－の提案は美しい鶴岡

をつくるための計画

諸外国に於ては、いか

にして美しい都市を造る

かという事に大変な努力

がなされております。

我々の生活環境を良く

するために木や花によっ

て、生活空間を豊かにし

美しい鶴岡を作るために

次のような計画を提案する。

（1）清らかな水が流れる皇一赤川河川公園・内

川遊水池の計画

（2）仮称鶴岡市民の森の建設計画

（3）並木道の鶴岡の計画

（4）花咲きはこる鶴岡の計画

（5）将来を踏まえた基幹公園の建設

（6）文化遺産の保護と景観条例の制定

以上、一言で言えば山紫水明の町をめざし、歴史

のたたずまいを残す町造りをめざすという事です。

第二に生命と人権を守るための計画

当地に於て全国で飛び抜けて死亡率が高いのは

脳卒中ですが、この現実の克服のために、治療・

早期発見・予防対策および社会復帰のための医療

発及び銀座商店街の開

発等も含めて実行に移

す時期にきている事を

当事者のためだけでは

なく、全市民のために

決断すべきだと提案し

たい。

（2）内川遊水池計画

（3）鶴岡ニュータウン建

設計画

匝）土地利用計画の策定

第四に開かれた鶴岡をつくるための計画

高速道路網や新幹線鉄道や庄内空港の設置等、

交通条件の整備である。高速交通体系の整備と新

潟・仙台・秋田・山形と庄内とどう結ぶかが最大

の課題である。これからは工業製品出荷原が非常

に大きい新潟を通じて北陸・近畿・関東へどう結

びつけるかを考えていかなければならないと思い

ます。対岸貿易や調査団の派遣等も若い人を中心

に考えていかなければならない。

第五に雇用の増大と所得の向上をはかるための計

画

（1）新しい農業発展のための計画では農業所得

1千万円をめざす

（2）工業化促進のための計画、技術開発研究協



議会の設立

（3）戦略産業としての観光産業の振興を考える

（4）情報産業の推進　庄内テレビの創設を考え

る

第六に生甲斐をみたし文化を高めるための計画

（1）鶴岡ミュージアムの建設

（2）鶴岡福祉看護女子短期大学の設立

（3）海洋開発研究所誘致と海中公園
の建設

（4）明るい雪国文化の創造

（5）庄内遊歩道　奥の細道の整備

（6）鶴岡市民大学の充実

第七に市民参加の町づくりをめざして

（1）自治の分権を求めて

（2）市民参加による町づくり

㊦　住民意識の変革をほかる

㊥　町づくりへの青年の参加

㊥　鶴岡町づくり自書の作成

以上7項目にわたり説明申し上げましたが、これ

から皆様方の総力を結集してのご協力により新し

い21世紀の鶴岡をめざして他の都市に負けない鶴

岡を造られる事を祈願致しまして終らせていただ

きます。どうも有難うございました。

理　　事　　会

商工会議所4階会議室　AMll：40～
出席者　新穂君、中江君、内山君、川村君、
渡部（利）君、佐藤（順）君、嶺岸君、高岸君、
斎藤（利）君、佐藤（元）君

○池田昭太郎氏退会の承認の件（仙台へ転勤の為）

替りに佐々木栄一氏入会予定（手続中）
○ロータリーの友への当クラブよりの寄稿の依頼

があり、当地の観光案内を含めた内容等の意見
が出されましたが、今後会長が人選に当る事と

・〔出席委員会）富樫良害君

◎年間皆出席表彰
13年間皆出席　三井　健君

9年間皆出席　吉野勲君、佐藤友吉君、佐藤衛君
7年間皆出席　菅健君
3年間皆出席　阿蘇司朗君

◎1月125％出席石黒君

◎1月100％出席

秋野君、阿蘇君、池田（弘）君、阿部（与）君、張
君、藤川君、早坂（源）君、渡部君、飯自君、今

野君、石川君、佐藤（陸）君、板垣（俊）君、市川
君、風間（慶）君、早坂（垂）君、川村君、黒谷君
小池君、小松（広）君、三井（徹）君、三井（賢）君

“ロータリーと私け

庄司　嘉男君
鶴岡R．Cとのかかわりは昭和34

年です。当時安斎徹先生（地質学聴
講生の一人）の指導により、20名位

のメンバーで創立されましたが、私は商工会議所

の職員として創立、又は承認状伝達式典等の手伝
いをさせて頂いたことが記憶に新しい。縁あって

創立以来20数年後の現在、鶴岡R．Cメ　ンバー

（56年6月）に加えて頂いたことに感謝し、皆さ

んとの出会いとふれ合いを大切に、特に職業を通

して地域のために努力したい。よろしく。

三井（健）君、嶺岸君、古田君、迎田君、本山君、

森田君、中江（亮）君、中野君、中村君、庄司君、
中江（暫）君、小野寺君、斎藤（利）君、佐藤（忠）君
佐藤（順）君、佐藤（衛）君、佐藤（友）君、横田君、
新穂君、菅原君、菅君、鈴木（善）君、鈴木（弥）君
石塚君、小松（三）君、高岸君、丹下君、手塚君、

富樫君、上野君、内山君、山口君、吉野君

〔面‾‾‾会メ‾‾手〕

CHコ一夕リー財団へ強力なご支援を

作田正治ガバナー
地区ロータリー財団より

1980～81年度は当地区は最低の寄付額であり

ポール・ハリス・フェローの会員に対する比率

も最低でありましたので、少くとも年間一人当

り40ドル以上を目標としてご寄付をお願いした
いとの事です。

C）元交換学生バ⊥バラより当クラブへクリスマス

カードが参りました。

（＝親睦委員会⊃
中江　　享君

¢）2月会員誕生
早坂徳治君、早坂重雄君、笹原桂一君、内山喜
一君

（92月奥様誕生

早坂みつよ（重雄）様、小野寺桃枝様、佐藤贋子

（友吉）様

（ラマイ　ノり
新穂光一郎君1月28日付荘内日報へ鱈汁会の記

事をとり上げて頂いて。

池田昭太郎君　突然の退会で皆様に挨拶が出来な
かったのでよろしくとの事です。

ビ　ジ　タ　ー

（温海R．C）菅原鉄三郎君
（鶴岡西R．C）桜井活君、本間文一君、斎藤吉雄君

（今週の担当者　佐藤元伸）

鶴岡ロータリークラブ創立　昭和34．6．9　　承認　昭和34．6．27　353地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235軸7711
別会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホ・一ル　例会　H　毎週火曜日　午後12。30～1∴う0
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全長新穂光一郎幹事藤川享胤副会長・クラブ専任内山喜一駿業幸仕高岸三推社金手仕川村徳男　国際奉仕斎藤利男青少年羊仕佐藤頂治

出席報告：会員祖名　出席駄名一番扉を打詔6芳‾＝南画田鹿率一子鼓野％　修正躇庶懲名 確定出席率91．55％

年次大会ク　実行委員会発足

◆大会役員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大会幹事　佐　藤　忠　君

大会委員長　三井徹君　大会幹事佐藤　忠君　大　会S．A藤川享胤君　大会会計黒谷正夫君

大会副幹事新穂光一郎君　大会副S．A佐藤元伸君　大会副会計渡部利夫君

〟　　小池繁治君

〟　　　三井　健君

◆総　務　部　会　　　部会長　新穂光一郎君

●庶務委員会　㊥川村徳男君　○三井賢二君

●登録委員会　◎鈴木弥一郎君　○市川輝雄君

●接待案内委員会　◎板垣俊次君　○松田貞夫君

●記録広報委員会　◎石井敬三君　○佐藤陸男君

○救護委員会　◎高橋良士君　○諸橋改植君

早坂重雄君　森田清治君　上野三郎君
（佐々木栄一君）

早坂徳治君　中江哲夫君　風間真一君

玉城俊一君　早坂源四郎君　丹下誠四郎君

張　紹淵君　寵岸光害君　小野寺　清君

◆式典部会　　　部会長　小池繁治君

●会場委員会　◎佐藤　衛君　○佐藤　昇君　阿蘇司朗君　若生恒吉君　中村富昭君　富樫良書君

●表彰委員会　　◎佐藤順治君　○荘司嘉男君

●記念講演・シンポジウム委員会◎中野清吾君　○板垣広志君　斎藤栄作君　風間慶三君

●国際交歓委員会　　　　　　　◎迎田　稔君　○菅原辰吾君　中江　亮君

●アトラクション委員会　　　　◎今野清一君　○小松三雄君

◆観光交通部会　　　部会長　三井　健君

●観光委員会　◎山口篤之助君　○佐藤友吉君　菅　　　健君　津田晋介君

●交通委員会　◎本山　弥君　○池田　弘君　石川寿男君　吉田昭利君

●宿泊委員会　◎阿部与十郎君　○（大森健司君）

●食事懇親委員会　◎内山喜一君　〇三滴悌三君　飯白祐倍君　手塚林治君

●友愛の家委員会　◎吉野　勲君　○秋野　忠君　石塚敏彦君　鈴木善作君

●ゴルフ委員会　㊥笹原桂一君　○横田庄司君

2月25日まで各委員会を開催し、計画書を作成

「準備計画と実施計画」を綿密に……各部会長と連絡をとること



霊遥亀許訃⑳首莞

故斎藤得四郎先輩を懐う

内　山喜一君

常にtt俺は百まで生きる”と豪
語していた先輩。丁度あの日、1
月20日、私は東京からの帰途にあ
りました。

何時もの東京出張では、15時19分いなほ5号で帰
る私です。この度の出張は丁度19日で用件もす
み、帰途の20日は、早朝の電車では早過ぎるし、
といって15時19分では東京での時間が余り過ぎ
る。11時19分いなほ3号は、程よい時間であり、

それで帰途に着いた訳です。
鶴岡駅には定刻17時15分に着き、同時に駅頭で

先輩の言卜報に接した次第です。併し、その数刻
前、電車を降りてホームを歩いている時．私の名
前がアナウンスされました。「おかしな事が」と
思い乍ら出口に向かい、これ又、何時にもない事
に、出迎えの者が居り、そして総てが判りまし
た。私が上野を発ち、鶴岡に着く6時間余りの間
に、先輩の永遠ぺの旅立ちの悲しいドラマが進行
していたのです。駅頭での言卜報に接した瞬間、私
は実感として「おかしい、変んだ、そんな事が」
と言葉にならない言葉が頭の中を通り過ぎて行
く－寒い夕暮れの街を迎えの車中で『どうした
んだろう、どうしたんだろう』と、又こんな言葉
が頭を掠める。私は、旅の荷物もそのままにし
て、言卜報の家へ急ぎました。そして、お家の人
々、特に奥様とは一言だけの会話で、あとは涙、

涙だけでした。
遺骸となられた白布の下の、何時もと変わらぬ

平和なお顔、白く透き通るようなその頬に、そっ
と手で触れてみた、その瞬間のあの悲しいまでの
冷たさ、その時初めて、この世の人でない先輩を
はっきりと自覚したのです。『先輩が逝って仕舞
った、先輩は逝って仕舞った』と……。
併し、先輩、あなた程幸せな人生を歩んだ人も珍
らしいと思います。と云う事は実に多趣味であら
れた事、そして、その総てを程度の差こそあれ、
その境地を極められた事実であります。酒、旅行
もその一つであり、ロータリーに於ては最も優秀
であるが、少々口煩い会員、弓道、茶道、華道、
謡曲、特に絵画に於けるその技量、境地は格段
で、別して此処数年の画布べ表現された迫力は、
素人の私共へも胸に迫るものを覚えさせます。

現在、お宅に遺された作品の数々は、既に趣味
の域を遥かに超えたものを感じさせます。そうし
た力作を次々と完成させた先輩に、どうして、こ
うも早くお迎えがと、繰り言とは承知しながら言
わざるを得ません。

時に今更のようですが、先輩のお顔を思い浮か
べる時、あの額の真申にあった大きな黒子、あれ
は既に、ご生前から仏、菩薩のご相顔であったと
今、泌々と思う次第であります。また、ご本業の
印刷業界に於てほ戦中、戦後の、あの物資不足の
折にも、よく業界のリーダーとして、技術面でも
経済の面でも卓抜した手腕をもって、業界の今日
の基礎を築かれた事は、多数の弔辞に述べられて
居る処であります。

＼＼J

遜退避巌玉野彗揖空挺邑肇薔襲塾出題

尚、教育界、スポーツ界の分野に於ても、その
功績の数々は感謝状の多くが、今更申すまでもな
く、後進の指針となる事を示唆して居ります。
終わりに、中陰と申して、四十九日の問の『心

のよすが』の中に『亡き人が喜ぶ事をするのが最
大の供養』とあります。が、私共はその以後と経
も、この心をもって、ご供養して参りたいと思い
ます。此処に謹んで、先輩のご冥福を心からお祈
りする次第であります。

（二阜＿声報＿＿垂⊃
○高岸三雄君日本交通公社東京浅草支店長として

ご栄転します。
後任の大森健司君、理事会で承認されました。

○斎藤利男君、田中貴金属工業KK本社常務付部
長待遇としてご栄転。
〇三滴悌三君母堂2月3日逝去、2月5日般若寺

にて葬儀。
○佐藤元伸君岳父2月6日逝去、2月12日南福寺

にて葬儀。

○今年になって40日の問に会員死亡1名、転勤3
名、ご家族が2名死亡、計6人の移動は多すぎ
る感じがします。

〇分区内会長・幹事会2月7日パレス鶴陵にて開催
議題A　出席の現況　B会員増強　今年度の地
区の目標は348名で、現在20％70名です。分区
内では鶴岡R．C、酒田東R．Cが50％の達成率
で良好、年次大会にて「会員増強優秀クラブ」

て表彰されたい。会員各位のご協力を頂き
、C P一一タリー財団、全国平均1人11，176
地区平均1人6，116円、ロータリー・フェ
ほ全国4．7人に1人、地区では9．4人に1人と
状況です。
RYLA研修会5月1日－3日まで各クテ
より2名以上出席。

Rl搬≡圭三′l＼／ら：二弓∈：・巳．∧LJに言、＿虫＿1－・プ　メ．ら上し、1t l√ヽ　＿．＿l＿」一、′十王

で、なるべく女性、学業成績優秀な方ご推せん
を。

○職業奉仕委員長、並びに理事として迎田稔君、
国際奉仕委員長に横田庄司君お願いします。

○大森健司君入会理事会にて承認。
○地区ロータリー友より当クラブに原稿依頼。
○藤川幹事、サンフランシスコの寺建立のため募

金で全国行脚中です。

（亘二二垂＿＿妄「亘）
〇第3回RYLA研修会登録実施日5月1日－3

日2泊3日、場所福島県猪苗代町、国立磐梯青
年の家。

01981－1982地区協議会記録誌作成。

ス　マイ　ル　　中江　亮君

○高岸三雄君・・・東京浅草支店長へご栄転。
○佐藤　衛君…9年間皆出席の喜びを。
○新穂光一郎君‥・1月28日長女と親子そろってN

HKテレビのインタビェトに。

（阜＿ジター）
（鶴岡西R．C）菅原隼雄君、佐藤拡君

（今週の担当者　早坂重雄）

鶴岡ロータリークラブ創立　昭和34．6．9　　承認　昭和34曾6．27　353地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235銅7711
例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後12。30～1．30
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－－＿－＿二⊥‾二ゴミ：て‾≡鞋二二＿二二＿二二・Tf

置き撃星空牽通じ軍書≡≡≡≡≧
一言≡＝二三∴二三と平苛・一一；‾

＼木；・亡RLこI L圧十⊃EFミSTANCHNG　ふPEACE THROUGH F：OTA．ミ＼．′
■　＼　t■＿■＝　　■　■＝＝－一一‾■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－一　丁■■＝

奄長新穂光一郎　幹事藤川享胤　副会長・クラブ奉仕内山喜一　職業革仕高岸三雄　社会学仕川村虎男　国際華仕斎藤利男　青少年革仕佐藤順治

出庶報告：会員70名　出席54名　出席率77．14％　前回艮賭事77．46鳥■‾岱正出席61名　確定出陳率85．92％

ミ私達のボランティアとは、子供達

の前を歩く者として、町づくりと

して、示す姿勢であるミ
「世代にかける橋の会」森　啓二さん

（山大農学部3年在学生）

世代にかける橋というのは、23年前盛岡に発祥しまして、そのttひかり”が仙台に移り山形、秋田、
そして鶴岡という道順でttひかり’’が分散して来た活動です。私達、子供と大人の中間に属する青年がこ
の2つの世代の懸け橋になろうという事で始まったものです。今、私達はttどう考え’‥tどう生きて行く

か”という事で子供達に向き合い、何かをやって行こうという事です。

今では珍しくありませんが、初めはtt手話”から始まりました。酒田聾唖学校の文化祭に行った私達の
先輩が一人一人の聾唖者の青年と　－t手話”を通して友達になろうという事で、青年センターで手話サ【ク
ルを作った事に端を発しました。次に子供祭り　t’ぉ日様と鍋のフェステパル”と題し、お月様の下で鍋を

かこんで話し合うという主旨で秋、各町内会の子供会を通じて会員をつのり、お目様の下で遊びながら芋
を食べるという事で子供会活動を始めました。これは今の鶴岡子供祭りの前身にもなって居ります。そし
て53年9月から始めたttオモチャの病院”それからttお目様と鍋の交流キャンプ大会’’山形・鶴岡の肢体

不自由児を対象にしたtt雪上教室”を山形で行なって来ました。又夏には庄内浜でtt海浜教室”を行なう
つもりです。こうして私達は子供達と向き合い、子供達とどうして接して行ったらいいのか、子供達の前

を歩いている青年としての生き方を、どのように表わして行ったらいいのか、一人一人が考え、表わして
行きます。今、ttオモチャの病院”は約4年経過していまして60人の青年が参加して居ります。

高専の学生、北高、家政高、櫛引高、鶴西高、鶴南高、の高校生といった鶴岡地区の高校生が集まって
運営して居ります。オモチャの病院の主旨は、子供に物を大切にするという意識を身につけて貰うためで
す。本物の病院と同じように診察券を作り、カルテを作り保護者（子供）がオモチャ（患者）を診るとい
う型で進められます。入院も死亡もあります。これまで、ほぼ500のオモチャをなおして釆ました。オモ
チャの廃品回収をして、いらなくなったオモチャ、使えなくなったオモチャを集め、分解し修理し部品を

集めたりして、こんどほttオモチャのバザノ’をやり、いらなくなったオモチャほ再生して又別の子の手
に渡り遊ばれます。ただ困った事に現在のオモチャは非常にコワレ易いのです。オモチャによっては
tt外で遊ぶとコワレル”と但し書きのついたものまであり、本来オモチャほ子供達の”創造性’，くt想像性”

を引き出すために意義があるものなのですが、限定された範囲での遊びしか出来ないオモチャでは困るの
です。毎年3月には、こうしてどうしても直らないオモチャを集め子供達とお寺の住職さんに来てもら
い、オモチャの慰霊祭を行ない子供達に物の心を伝えます。そうして今、忘れられてきた物を大事にする
という気拝を、ささやかな活動ですが子供達に見せて行くのです。
今この活動をやっている高校生は、子供でもなし大人でもないという微妙な、アイマイな年代です。高

校生に云わせればtt大人だ’と云いますが、高校生と子供、高校生と親を通してマン・ツーマンの世代の
かけ渡しがなされます。そのような高校生が大学、そして社会に出て行く過程において、今迄とは何か遮
った面が出て来る筈と思います。何かをする席に、その本質を考える修練にならないかと思うのです。現
在福祉、ボランティア、という言葉が随分叫ばれて行動されていますが果して、参加者が全員福祉、ボラ
ンティアの名の下に活動しているかは疑問です。これはツクラレタ言葉です。これはtt面倒をみる”とい

う事に置きかえ、同じ町内のつながりで上の者が下の者をみていく、ガキ大将の系列でもいいと思いま
す。ボランティアという言葉は私達にも高校生にも判らない言葉なのです。

ボランティアという言葉の名の下に周りから使役されて行くという面があります。これはおかしい事で

す。ボランティアという事は、t町づくり”なのです。同じ町に住む私達、子供達の前を歩いている者が
示す姿勢だ。活動だ。と考えた方が判り易いのです。そして周りの大人もそのように観て欲しいのです。■
オモチャの病院は現在高校生の社会活動としてやっていますが、これは地域の問題と考え大人も高校生の
みならず地域の教育と考え、その心を大きく、輪を拡げて行くべきだと考えるのです。大人はただみてい
るだけでなく、機械いじりの好きなおじさん、電気の得意なおじさんのように町づくりとして高校生、青
年の前を歩くものとして参加して欲しいのです。



上野三郎君

近頃、私は好みが変わったようだ
と言っでも、食べ物のことではない

新調の背広より、十年も前のを着て
る方が落ち着くし、他人の姿でも、
カッコいいのもよいが、ボデポデの

不恰好なのにも、それなりの味わい

を感じる。食後の満腹感より空腹感の方が快い。
買いたい物を手に入れた時より、買わないで間に

合わせた時の充実感が大きい。読書傾向も変わっ
た。物事に表から取り組んだものよりも、斜や裏

からみたものの方が面白くなった。

⊂亘奉報‾‾＿二重⊃
02月10日、斎藤利男さんの送別会を中国飯店で

行なった。12時を廻る時間まで意をつくした感

があった。参加の方々大変ご苦労様でした。

○佐藤元伸さんのお父さんが亡くなり、ご葬儀が

万福寺で行われ参列して参りました。ご愁傷様

でした。

○斎藤栄作さんの病状はどうかと行って見ました

が新潟で入院されているとの事でよくは判りま

せんでしたが、金曜日（19日）には帰られると

の事です。

02月11日、志村喬（俳優）の葬儀に横田庄司君

が遺族として参列されていた。（叔父さんに当

るとの事、喪主か？）

○新会員の佐々木栄一さんから高額のスマイルを

頂きました。

例　会　メ　モ

○新会員に新任鶴岡電報電話局長の佐々木英一君

が入会されました。

○西ロータリー今野裕さん、マレーシアのカジャ

ンR．Cを訪問するので訪問者一同7名で挨拶

に来ました。西R．Cとしてはこれまでにない

壮挙ですので張切って行って参りますとの事で

す。元気でいってらっしゃい。

幹　事　報　告
佐藤元伸副幹事

○ダラス大会へのお誘い

（国際d一夕リト年次大会参加旅行）

0255地区年次大会の案内

82年4月23日（金）～25日（日）

佐野市文化会館

ホスト　佐野R．C　コホスト　佐野東R．C

O佐藤元伸君父の葬儀参列お礼

〔新今員紹介〕

佐々木英一君

このたび入会させていただきまし

た鶴岡電報電話局長の佐々木英一で

ございます。

前任地の青森では青森北東ロータリークラブに

入っておりまして多くのロータリアンの方々とお

知り合いになり、また社会奉仕のお手伝いをさせ

ていただき本当に楽しいお付き合いをさせていた

だきましたが、当クラブもそれに劣らぬなごやか

な雰囲気で、きっと楽しいご交際を願えるものと

今から楽しみにしております。

私ども電電公社も地域社会の皆様のご意見で要

望を常に謙虚に受けとめながら町の電話局として

信蔚され親しまれるよう努めておりますので遠慮

なくご叱正を賜わりたいと存じます。

また私もローータリアンの一員として皆様方諸先

輩の横尾に付しながら職業を通じての社会奉仕に

今よりも一層努力していきたいと考えております

のでご指導ご鞭接のほどをお願い申し上げます。

生　年　大正15年8月15日（56才）

学　歴　高等府立8中卒（都立小山台高）

趣　味　海釣り、俳句、マージャン

現住所　市内家中新町1番35号

電　話　幽3000番

（ス　マ　イ　ル）

○斎藤利男君東京へ栄転、多額のスマイルがあっ

た。

○佐藤忠君14日、ホテル山王プラザにて商工会議一

所議員マージャン大会に四アンコをつもり準優

〔‾ビジタ　ー）

（鶴岡西R．C）佐藤成生君、加藤有倫君、今野

裕君、菅原隼雄君、菅原幸雄君

鈴木昭吾君、野口弥君、半田及

弥君

（今週の担当者　石井敬三）

鶴岡ロータリークラブ創立　昭和34．6．9　承認　昭和34．6．27　353地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235軸7711

例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホ一一ル　例会日　毎週火曜日　午後12。30～1，30
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会長新穂光一郎幹事藤川享胤副会長・クラ空仕内山喜一聴業奉仕高岸三雄社会奉仕川村虎男国禁奉仕斎藤利男青少年奉仕佐藤順治

出扁毒舌：会員71名　出席一盟名一由麗家庭遜‾％　前回出席率77．14％　修正出席64‾恵礪毒垂席亭重義％
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出席報告・会員71名　出席51名　出席率71．83％　前回出席率81．69％　修正出席65名　確定出席率91．55％

会　員　ス　ピ　ー　チ

スピーチのご指名で登壇いたしました。経済の

話をしろとのご注文ですが、景気・経済について
は情報過多で皆さん食傷気味かと思いますので、

本題に入る前に漫談で私事で恐縮ですが、私の履

歴書の中の一駒を申し上げてみたいと思います。
と云うのは実は今日、3月2日は私にとって忘れ

られない日なのです。私は今から36年前になりま

しょうか、昭和21年に当時の仏領インドシナ、サ

イゴン、今のベトナムのホーチソミン市で捕虜に

なっておりました。

終戦後、私共は英・印軍24師団332フィルド．パ
ーク・カンパニー一．ガスリン．エンジニアのニコラ

ス少佐とレビック大尉と接触するように命ぜら

れ、仕事はシンガポールとかイギリスの復興資材

を調達したり、かき集めるお手つだいをさせられ
ていたわけです。これは私が主計少尉と云うこと

だったからと思います。このキャプテン、レビッ

クとの出会いが又傑作で、或る日のこと英軍の将

校が表でタイプライター、タイプライターと大声

で云っている。仲間がお前出ろ、お前出ろと云う

ので学校でローヤル・イングリッシェの会話は英

国人について多少習ったこともあるので、それで
はとのこのこ出て行って敬礼して、アイペック。
ユア・パードンとやったら、又タイプライターと

云うので、ああてて戻って「おいタイプライター

がいるらしいぞ、もってこいよ」と云って小野少

尉と2人でうやうやしくタイプライターを差し出

したところ、NO．′No．′と云ってゲラゲラ笑って

いる。よくよく聞いてみるとタイプライターでな

くてインタープレークーで通訳はいるかとのこと

でした。

通訳のつもりで出て行ったのがタイプライター

になってしまったので自信喪失もいいところで、

かなりショックでした。それでも半年間ブローク

ンで何とかしのいで、現地の華僑の商社アンナン

の商社から英軍からもらった前渡金でいろいろな

玉　城　俊　一　君

ものを調達・購入してやったわけです。日本軍の

時代は出来るだけ安く買いたたいていたのに今度
はどうせ英国の金だと思ったので高くてもいいよ

と云うようなわけで、モテモテでした。英軍もか

なり高いものを買わされたので、これが今の英国

病の遠因になっているのではないかと心配してい
ます。こう云うことで忙しかったのは私共3人の

主計少尉だけで兵隊さんはごろごろして食糧は私

共が英軍とうまく交渉してたらふく喰わせていた
ので楽をしていました。終戦翌年の21年2月にな

ると英軍の動きが慌ただしくなって来た。どうも

集めるものは充分集めたので、これをもってシン
ガポールに引き揚げるらしいということがわかっ

て来たので、これは一大事、英軍が帰ってしまう

と支配者は仏軍になる、そうなるとどんなことに

なるかわからないと云うことで我々は急拠レビッ

クとニコラスを通し、私共はこれだけ英軍に協力

したのだから南方軍の中で一番先に帰してくれる

ようSEACサウス．イースト．ヱイシア．コマン

ド東南アジア軍軍司令部サーマウントバッテンに

上申してくれとくれぐれも頼み込んで、部下の兵

隊さん達にも一番先に帰れるように取りはからっ
ているからと説得していました。ところが英軍は

僅かな人数を残してサイゴンから引き揚げてしま
ったわけです。3月からは仏軍の命令をもらって

くれということになり、がっかりして2月末仏軍
に出向いたところ、3月1日にサイゴン駅で角

材（架橋材料）を貨車に積み込む作業をやれとの
ことです。

私が先任だったので先ず率先と云う気拝で出か
けて行って兵隊と一緒に角材をかついでいたら、

仏軍の少尉がとんできてオフィサーやめてくれと

必死になって止めるのです。初めはよく理由がわ
からなかったのですが、ジュネーブ協定とか戦時

国際法で将校に労役を科してはいけないとのこと

で仲々国際法に忠実だわいと思って、その日は指



鶴岡ロー資性－タラ寺

揮だけとって帰って来ましたが兵隊さんはかなり
がっかりしていたようでしたし、私共も今迄と違

う扱いにいささか憂うつになっていました。

さて翌日21年3月2日、36年前の今日です。再

び私は80名ばかりの兵隊をトラックに分乗させて

駅に行き一時間ばかり作業をしていたところ、又

仏軍の少尉がやって来て作業をストップさせろと
云うので、どうしてだと聞くとゴーホームだとの

返事が帰って来たので一瞬理解出来ず、キャンプ
へ帰るのかと聞くと、ジャパンだとの返答が来た

ので又自分の家が東京にあったものですから一瞬

東京へ帰っでよいのかと又聞くと0．Kの返事が

帰って来て明日から来なくてよいと云って、彼は

よかったなと握手をしてくれたので、初め半信半

疑だったのが思わずニコニコして兵隊さん達に

「オーイ日本に帰れるぞ」とさけびましたら一同

万才をして喜んでくれました。それからトラック
に分乗してキャンプに帰る途中、仏軍の少尉が突

然車を止めさせて私に車から降りろと云ってウス

暗いバーの中に入れと云うので、切角ここまで来
てやられてはかなわないと不安に思っていったら

お目出度う乾杯しようと云うことになり、ラム酒

のストレートに氷を入れた奴を大きなコップにな

みなみとついでさあ飲めと来たわけです。如何に

もフランス人らしく陽気だなあと思いました。

兵隊さんを炎天下に待たせているし、キャンプ
の皆にも早く報せたいし気が気でないが切角のご

好意と思ってグイグイと飲んで表に出たら3月の

乾期の炎天にカっと照らされた、とたんに酔いが

廻ってキャンプにつくなり「オイ皆ッんな日本に

帰れるぞ」とさけんで頭をかかえてブッ倒れて寝
込んでしまいました。これが昭和21年3月2日、

私の履歴書の→駒です。それにしても英軍はよく

約束を守ってくれて南方復員の第一陣で航空母艦
で帰してくれたわけで持ち帰り品も何一つ没収さ

れずフリーパス40廃位いろいろなものをかついで

帰って釆ました。英軍も仲々信義に厚いなと思い
ました。それにつけてもシべリヤ或いはボルネオ
ニューギニア、満州等からの引揚げの方々のご苦

労を考えると申し訳ない気がします。
尚、東南アジア最高司令官マウントバッテン伯

爵は現エリザベス女王の大叔父に当たり、天皇陛

下がご訪英の折は面会せず宴席も欠席しました。
その後一昨年でしたがⅠ．R．Aアイルランド共和

国軍のテロで爆死しました。何んとなく感深いも
のがあります。

それでは本題に入りますが、経済動向の予測は

大変むずかしい処です。先月も日銀総裁の話を聞
いてきましたが、全く頭をかかえている状況です

世界経済は米国高金利の乱高下によって、円及
びE．C諸国の通貨が振り廻されるし、貿易摩擦
は益々激しくなる。おまけにポーラソド問題、中
東には依然火種がころがっているし、天文学でも
今年は太陽系の惑星が二回一列に並ぶから、異常
気象が起こる。これが穀物相場に影響するとか、

勢芋三豊書聖例会象報

あれやこれや考えると日航の機長ではありません
が、心身症になりそうです。然しそうも言ってお

れませんので、景気の現状から申し上げますと、

国内経済の動きは、住宅投資が依然低迷を続け、
中小企業の設備投資も一部に回復の兆しが若干み

られますが、総体的に見れば停滞基調のまま推移
しています。景気に波及効果の多い住宅投資は12

月の新設住宅着工戸数が9万5千戸（前年同月比
4，8％減）と12月としては42年（8万8千戸）に
つぐ低水準となり、この結果56年中の新設住宅着

工戸数は115万戸と、42年以来14年ぶりに120万

戸を割り込む不振が続いております。また個人消・

費もご承知の通り一進一退の動きが続き輸出はこ
こに来てその増加する勢いが急速に鈍化しており

ます。しかし大企業の設備投資は依然堅調を持続
しており、企業の生産活動も在庫調整の終了を背

景に持ちなおしてきており、雇用状勢もまずまず　、．‘
というところかと思います。然し1～3月の経済

成長率はマイナス成長になる恐れもあり、景気回

復の足どりはよくないと申し上げてさしつかえな
いと思います。特に全国的に見ますと業種間の／ミ

ラツキが多く見られ、特に米作依存地帯、公共事

業依声地帯はよくないようです。ただ物価面では
卸売物価、消費者物価共安定基調を維持しており

ますが、問題は円相場でアメリカの金利の反騰で
急速に円安になったと思うと又反騰する等乱高下
が続いております。

円相場　年初　1弗＝217円でスタート

2月中旬1弗＝241円（昨年8月以来の安値）

24日　　　1弗＝232円位にもどし

3月1日　　又　240円50銭となる。

次に海外の様子ですが、先ずアメリカですが、
インフレはかなり終息して年率8％台と一時の

2桁台から低下しているし、最近労組との賃金改

定交渉もマイルドになって企業の生産性を高める
よい方向に向かって来ております。その反面不景

気（リセショソ）は進み、昨年の10～12月はマイ　、■′

ナス5，2％（前期比年率）又1～3月もマイナス

生長は間違いないと思われます。問題はアメリカ
のマネーサプライM2＝定期＋現金＋CD（通貨

供給量）がとび上り、これを抑えるために金利を

上げざるを得ない。しかもマネーサプライ状況を

毎週発表している（日本は月1回）（情報公開法
に基づく）それに年明けに発表された予算教書で

財政赤字が不可否となり、1984年度に赤字をなく

す予定だったところが、1985年度も700億ドルも
の赤字になることが判明して、益々金利先高感が

強くなって来ております。又ヨーロッパでは、不

景気で若者の失業者が更に増加して政治・‘社会問
題化しつつあります。何とかして内需を拡大して

雇用の場も与えたいので、金利を大巾に下げたい
ところですが、下げれば為替が安くなり、卸売消
費者物価には、はね返りインフレにつながるとい
うことになり、そこで独・仏ともにアメリカの高

金利に対する非難の合唱が起こって来ているわけ
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です。そこで日本のこれからですが、予測は誠に

むずかしいと思います。正直に云ってわからない

と申し上げた方がよいかと思います。56年度の経

済成長見通しでも、政府当初見込み5．3％、修正

見込み4．1％、それもだめで3％台になりそうで

すし日本の英知を集めたシンクタンク三菱経済研

究所が当初4．5％、修正3．2％、野村総研当初
4．1％、修正3．4％のG．N．P成長を見込んでいま

す。これが56年度です。

57年度は政府見通しが5．2％、三菱3・1％、野村

3．9％となっております。そこで景気浮揚策です

が財政再建と貿易摩擦解消が大命題となっている

今、選択の巾はきわめて狭くなっています。昨年

末に公定歩合を下げて金融をゆるめる方向にもっ
て行ったのですが幸いその時点では大巾な円安は

起らなかったのですが、不幸にしてポーランドの

軍政や米国のマネーサプライ等の影響により円安
に向かい、ここへ来て、ものすごい乱高下を続け

ております。従って昨年末辺りこの3月～4月に

はもう一度公定歩合引き下げが予想されていたの
ですが、今の内外の金利差ではとても公定歩合引

き下げには踏み切れません。又従来景気回復のき
めてのもう一つは公共投資ですが、本年度分は前

倒しで使い切ってしまっております。57年度予算
のうち、公共投資の80％前倒しをやると云ってお

りますが、恐らくこれは実行されるでしょう。然

し昨年同様企業は初め消化不良を起こしますし、

総額ではゼロシーリングで総枠は増加していない
ので後半再び息切れが出て来ると思われますし、
この時点で財政再建の中で建設国債を出すか、こ

れはまだ先の問題であります。金利や公共投資の
次に景気浮揚の大きな要因になるのは個人消費で

すが、春闘のベアは経営の姿勢物価の上がり具合
から見て、やはりマイサドな生産性に見合ったも

のになると思います。一部に大巾賃上げによる調

整インフレ的考えもあるようですが、ここでイン
フレを起こして物価を押し上げたらもとも子もな

くしてしまいます。好ましいことではありません。

そこで今1兆円減税の大合唱が起こっておりま

すがゼロシーリングの中でその財源を何処に兄い

出すか仲々むずかしい問題で、今週中には何等か
の方向づけが出るものと思われます。叉江崎ミッ

ションも帰って来たことでもありますし、この1

ケ月位の動きをみませんと確たる予測も立てにく

いかと考えられます。いずれにいたしましても57

年度は政府見通しの5．2％は無理だと思います。
せいぜい3％位がよいところと踏んでいます。然

し救いは各企業とも低成長になれ、減量経営に徹

底し、企業収益にかなり自信をもって来ておりま
す。世界の中で一番うまく行っている日本ですか
ら、いろいろな面でたたかれると思いますが、こ
こしばらく低成長に甘んじて、じっと我慢するよ
り仕方がないのではないでしょうか。以上で景気
談義は終わりますが、最近皆さん金に対する関心
が深まっておりますので一言申し上げておきます

この23日から金取引所が開設され先物取引きが

行われます。これは皆さんの自宅によく電話がか
かって来る穀物取引きのアズキ相場と同じような

もので素人は絶対変動の多い商品ですので手を出
さない方がよいと思います。現物取引きは4月頃

から銀行でも間に合えばお取次ぎ販売をするよう
になろうかと思いますが、変動の多い商品ですか

ら積極的に銀行はお奨めしません。金には金利も
っきませんから少しずつ長期に亘って現物をお買

いになって10年単位位いでみて行くのがよいでし

ょうと、田中貴金属の社長さんも言っておられま

したので一言つけ加えておきます。

（至二＿員誕室つ
石塚敏彦君、小松広穂君、中野清吾君、斎藤栄作

君、佐藤昇君、佐藤忠君、手塚林治君、若生恒吉
君

奥　様　誕　生

早坂保江（徳治）様、石川徳江様、板垣智恵子
（広志）様、石塚綾子様、小松陽子（三雄）様、嶺岸
豊子様、佐藤晴子（衛）様、斎藤多恵子様、松田照
子様．吉田富美子様、大森えみ子様、斎藤貢

（年間皆出席＿＿）

10年間皆出席

9年間皆出席

6年間皆出席
5年間皆出席
4年間皆出席
2月125％出席

2月100％出席

山．′ヽ日、‖－′一小l　、．1・．■ヽいい

小池繁治君
板垣俊治君

迎田　稔君

菅原辰吉君
川村徳明君

3名

49名

」′ノ■日、、■ヽ′ノ′日、ヽ＿、■′

3月（やよい）の暦

1日　全国緑化運動
2日　庄内空港建設調査委員会

3日　鶴岡R．C新会員歓迎クラブフォーラム

炉辺会議・ひな祭
6日　啓蟄・皇后誕生日

7日　消防記念日・鶴岡市福祉のつどい

8日　国際婦人デー・鶴岡市三月定例議会開会
10日　公立高校入試

18日　彼岸入り

21日　春分の日

23日　世界気象デー

24日　彼岸明け

25日　電気記念日
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飲み方あれこれ

丹下誠四郎君
つき合いでどうしても逃げること

のできない酒席もあるもの。まず注

意しなくてほならないものは、お腹
が空いたまま飲まないこと。飲む前に必ず何か食
べ物を入れておくことが大切です。この時食べる

とよいのは高タンパク質のもの、これによって悪

酔いをさけることができる。
さて酒を飲みはじめたら酒ぽっかり手だしをし

ない、食べながら飲むことを忘れずに。又辛いも
の、塩分の多いものはだめ。酒は楽しい雰囲気で

飲むようご注意．′′

〔幹事報告）
1981年サンパウロ国際大会の記念誌がまいって

おります。

委員会報告
情報委員長

小松広穂君

○新会員歓迎クラブフォーラムと炉辺会議案内

日　時　昭和57年3月9日　午後4時

会　場　中国飯店
登録料　2，000円

社会奉仕委員長　川村徳男君

01月26日オークション決算報告

オークショソ売上　70，500円

スマイル　　　　　　74，000円

計　　　　　144，500円　スマイル会計へ

国際親睦活動委員長　横田庄司君

11月23日台中港区R．C歓迎決算書

昭和57年2月23日

収入の部
会　費　　68，000円　会　員　53名530，000円

家　族15名　90，000円

西R．C　6名　36，000円
ユネスコ4名　24．000円

お祝い　10，000円

スマイル200，000円　台中港区R．C

〟　　80，000円　会員欠席者＠4，nOOx20名

会場費　　58，400円　＠800×73名（例会変更）

計1，028，400円

支出の部
11月23日　第一イン諸費　788，000円

11月24日　中国飯店諸費　　89，600円

お　み　や　げ　　　　　　90，000円

貸　切　バ　ス　　　　　　20，000円

987，600円

差　　　引　　　　　　　40，800円
スマイル会計へ

新会員紹介

大森健司君

本年2月8日に日本交通公社鶴岡

支店長として赴任いたし、このたび

伝統ある鶴岡ロータリークラブに入

会させていただいた大森健司でございます。
思えば新潟地震の翌日、昭和39年6月17日に団

体臨時列車の添乗員として被災のご当地を訪れ、
湯之浜温泉の各旅館に分宿したとき、暖いもてな
しを受けて、前日の上ノ山温泉で受けた同地震の

恐怖の心を癒した記憶が昨日の出来事のごとく思
い出されます。

行政と関係諸機関の2年前からの努力と熱意が
実り、国鉄の重点販売地域の指定され「紅花の山
形路」「あつい民情おばこの鶴岡」をキャッチフ
レーズに、5月1日から8月31日まで全国的に展

開されよす。

私としても庄内観光の基地東北の小京都、豊能
の海の幸、豊能の里の幸、そして全国で唯一の海

水浴と夏スキーの出来る鶴岡を社の組織を活して
PRL、一人でも多く観光客の誘致を計る所存で

す。新会員として早くロータリーを理解し社会

奉仕に努力いたしますので会員各位のご指導をお
願い申し上げます。

日本交通公社鶴岡支店長

生年月日　昭和10年10月17日生　46才

学　　歴　埼玉県立春日部高校卒
ご家族　お父さん　大森　弘さん　　75才

お母さん　大森まさえさん　76才

奥さん　　えみ子さん

趣　　味　ゴルフ・スキー・オーディオ

8ミリ

㊤ポール・ハリス・フェロー

内山喜一君

（ス　マ　イ　ル）

○川村徳男君　初孫誕生

○藤川享胤君　アメリカへ寺院建立

○笹原桂一君のご長女が東京女子大学及び聖心女
子大学合格（2月23日）

⊂誓、ジータ＿＿三‾〕

（鶴岡西R．C）斎藤吉雄君（3月2田）

（鶴岡西R．C）八幡慶二君、斎藤吉雄君、本間文
一君

（酒田東R．C）和島市太郎君

（今週の担当者　菅・佐藤）

璃榊リー一タリークラソ創＿、－／二　野和：うー116。9　　承認17桐≦JL　6．27　こう5こう∴Ⅰ八
・汗務局　鶴一明　Hl　場町「　膏削舶狛三滴拍刊　電話（）2352か7711

▼・・奈凝　鶴抑汗牒叫物柿酢：唱二三二　　　例　会【　紘唱・たi研l首　了′七　は∴州l∴う（）
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出席報告：会員71名　出席58名 ％　修正出席60

ガジャンR．Cを訪問して

鶴岡西R，C　半田茂弥君

いきさつ

鶴岡西R．Cは世界社会奉仕委員会のプログラ
ムの一つとしてR．Ⅰ、W．C．S小計画一教育者

1102マレーシア貧困児童奨学金援助計画に基づ

き、4年前より1人年間70米ドル3人分を6年間

継続としてやって参りました。

今年で5年目に入りますがガジャンR．Cと交流

が無く、計画も後半に入った訳ですので今野委員

長を中心に一度訪問してはとの話が有り、その意

向を申し入れて居りました処、昨年の碁に受入れ

歓迎の旨返事が参り、早速2月中旬訪問予定の旨
を次のように返書しました。

「私達鶴岡西R．C宛の親愛なるメッセージを

1981．12．30に受領しました。本当に有難度うござ

いました。心からお礼を申し上げます。この度貴

国マL／pシアを尋ねる機会を得、GAJANG・R．
Cを訪問できますことは私達鶴岡西ロータリアン

にとって大変な喜びであります。これを機会に貴
ロークリ【と鶴岡西ロータリーとの友情と親睦を

深めたいと思います。予定通り1982年2月18日マ
レーシア航空11優で出発いたします。貴R．C訪

問は2月20日1時の予定で7名で参ります。」

出　　　発

予定通り2月17日天の川で出発、翌朝11時に成

田空港発、マレーシア航空11優はクアランプール

空港に19時到着しました。時差約1時間30分で

す。何せ真冬の鶴岡を出て台北は18℃、香港で
200C、クアランプ【ルに着いた時は平均気温で

320Cと湿度は低かったものの急激な暑さには、汗

だくでした。

クアランプールの語源はヘドロの川と云う意味

だそうで、100年程前はヘドロで有った処を埋立

皐二二蛮定賢帝率顧三菱

てて造った街だそうです。なかなかのんびりした

空港や荷物を受取る迄2時間近くもかかったと思
います。空港には中林さん一家の出迎えを受け、

無事お預りの品をお渡し致しました。夕やみせま
る街道を交通公社のバスで約20血走って市内中心
に有るフェデラル・ホテルに入りました。

クアランプール

翌19日はクアランプール市内観光でグリーンベ
ルトやプキット・ナナス公園やテンプラー公園と

南国独特の景色に見とれ、ヒンズー教の聖地で
100年程前発見された鍾乳洞のバーツ洞窟、ゴム

園、露天堀の錫採掘場、世界の産出量の40％をし
めるそうです。マレーシアの産物は主に錫、ゴム
パーム、ヤシ油です。ホテルに入り暫くするとス

コールが来まして30分もした頃に青空にもどって

居ました。雨で洗われた夕く中れの街の広場で屋台
の中国料理に舌づっみを打ち夜のクアランプール

を満喫しました。

ガジャ　ン

20日バスで約1時間、ガシャンの街に着き、
マーケットの一角に永興酒店と云う中国料理店が

会場で、バスが着くと会長さん初め10名程度の会

員が出向いて呉れました。印度系の方が多いせい
か、黒くたくましい人々に囲まれて会場に入りま

した。

鶴岡R．Cの姉妹クラブ台車港区R．C例会場の
ように外に食事をされて居る方々が居ました。例

会場が近くだそうで目下改装中だとの事でした。
マレー人は回教徒が多いのでマレー料理には豚

を使わず鶏、マトン、魚貝類、輝菜、香辛料と云
った処です。飲み物はイカリ印のビールのみです

ガジャンR．C

ガジャンR．Cは会員24名、今年で12年目に当

るとの事でした。約20名の方が出席され、先方の

会長さんと今日のスケジュールを打合せし、会長



さんの心温まる歓迎のスピーチが有りました。日

本からのガジャンR．C訪問は鶴岡西R．Cが2番

目だそうです。今野団長より今回の訪問と歓迎に

感謝するスピーチをし加藤会員が通訳し、笹本会

員より鶴岡の街の概要と鶴岡西R．Cの現況をス
ピーチしました。

バナーの交換と日本人形の贈呈に対し、現地の

壁掛けが贈られました。日本人形には随分驚いて
いたようで、外に食事に来て居た方々ものぞきに

来て居たようでした。会長さんのスピーチにも有

りましたが貧困者が多いので市立病院に行けない
心臓病患者の為、会員があらゆる機会に日本より

購入した医療器具の援助に力を入れて居られるよ
うで、今度の日本人形もオークショソにかけてそ
の資金を調達すると話しておられました。

会員の職場訪問と家庭を訪問して家族の方々に
会ってもらいたいと計画されたようでしたが時間
の都合でパーム・ヤシ油工場の見学のみとなりま

した。

交歓は大変有意義であった

ガジャンR．Cでの会員の接待は心からのもので

初めて会った気がしませんでした。言葉は英語が
主で私なんか外国語アレルギーですが片言のおし

ゃべりと通訳で何年も会って居る方々のように思

われました。初め黒いなあと思ったのも茶色に見

え、最後には現地色に同化されて自分も同色のよ
うな感じがしました。精一杯の歓待に感謝し、来
日されん事をお願いしてお別れして釆ました。

区阜jjD
O鶴岡ローターアクトの会員が大量退会するとい

う話を聞き、内山副会長と共にローターアクト
の例会に出席し、事情を聞きました。13名会員

中6～7名退会するという事は異常事態です。
ざっくばらんに事情を話して呉れましたし、私

共も理屈と情を込めて説得して釆ました。
まだ、どのように収まるか見当がつきませんが

会員の皆さんに一応報告しておきます。

○ハリージェソク・ジュニアーというプリントソ

ロータリーの方々からダイレクトメールがあり

文面によると会長はノミニーを大いにサポート

して下さいという事でした。よく判りませんが

報告しておきます。

0日韓親善会議の参加勧誘が参って居ります。
当初ガノミナーノミニーが出席予定でしたが都合
つかず、どなたか参加戴けたらと思います。

日程は7月25日～29日です。

参加者には地区から3万円から5万円程の補助
金が出ます。

スキーの面白さ

津田晋介君

この間、若いキレイな女性アナウ

ンサーからインタビューされた。湯

殿山スキー場でのこと。「スキーの

どこが面白いですか」と聞かれて、一寸返答に困

った。今までそんなことを考えても見なかったか

らである。仕方なく「スリルでしょうな」と答え

たが、こんな一言で到底面白さを表わせるもので

はない。滑ってみて初めて面白さが判るのである

皆さんも、滑って転んでスキーの面白さを味わっ
てみては如何ですか。

例　会　メ　モ

○石塚敏孝君、郡山で行われた地区の会報研習会
に参加し、大変有意義であったと報告があった。

特にロータリーマークの表示に統一性をもたせる

必要があるとの事でした。

○中江亮次年度会長　　理事役員の紹介

響ラ雪奉荏川村徳男君
ェ　レクト　内山喜一君

職業奉仕　嶺岸光害君
社会奉仕　山口篤之助君
国際奉仕　黒谷正夫君
青少年奉仕　津田晋介君
直前会長　新穂光一郎君
会　　　計　森田清治君
幹　　　事　佐藤元伸君
副　幹　事　三浦悌三君
S．A．A　石川寿男君

尚、次年度の所属は上記のメ

す。

ンバーで検討されま

（ス　マ　イ　ル）

○石黒慶之助君一自宅に入った泥棒がつかまった

と警察より連絡、プロの仕事であった由、ホッ

としてスマイル。

○丹下誠四郎君一神明町に邸宅新築完成。

（ビジタ　ー）

（温海R．C）本間儀左工門

（今週の担当者　石井敬三）

鶴岡声一㌦∵ラ丁創立昭和34。6・9　承認昭和34・6・27353地区

事務三一　　　【二子焉場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235銅7711

例会∴＝≡　‡三二二三‾。場町物産館　3階ホHノし　例会　日　毎週火曜H　午後12．30～1．30



候　曇　　気温10．2度）253地区阻岡ロータリーツラフ第11』・8回例会合一．‥：∃1982（昭57・3・16：・て11患

≡扇享受』至を通匿≡≡≡≡‾‾

≡≡－≡≡≡∃堅界三撃麺牽き摩憂国≡覆三≡＿

帆で澤しこ，しけ！⊃ERST封＼jDl卜IG　ふPEACE THR・ウUG卜手　で0‾「ノさ．宍＼′

会長新穂光一郎　＝軒蘇藤川書風　錮金かクラブ率土内山喜【一：職業奉仕

街商報告三会員一子壬亀三三顛詰寄昏一名

高岸三雄　牡金華辻川村虎男　超際寧仕 斎藤利男　青少年奉仕

配名　重宝出席拳衰壷菱

〔会員チピーチ）私を変えたスキー　秋野　虐君

私を変えたスキー、と云う事でのスピーチに、

貴重な例会の時間を与えられました事に恐縮致し
ております。スキーを始めたからと云って、私自

身が、何も大層変わったものでもありませんが、
スキーを通して得た体験を話してみたいと思いま

す。
先ずその前に、スキーの歴史ですが、スキーは

スカンジナビア地方に始まり、雪原の交通や、狩

をする人々の生活器具として使用されていました
が、生活様式の変化と共に、スキーは衰退の道を
たどりつつありましたが、1860年にノルウェー∃二

重が、スキーの勝者に賞を与えた事から、生活の
用具としてのスキーからスポーツ的な発達の緒に
つき、やがては国家的なスポーツとなったわけで

す。
中部ヨ←一。ッバでスキーと云えは、ノルウェー

伝来のものであり、ノルウェ【が全てのお手本で

あり、ノルウメ」－一式が一般を支配していたので

す。しかし、アルプスの急峻な山々は、ノルウェ
ー流のスキー技術を、そのままの形では受けつけ

なかったのです。

1888年～1889年にノルウェーの極地探検家とし

て知られるフリチョク・ナンセンが「スキーでグ

リーンランドを横断」一挙にスキーへの関心を喚

起し、ナンセソが近代スキーの父と云われており

ます。当時オーストリアのマチアス・ツダルスキ
ーが、そのニュースを知り、深い関心を喚起させ

られ、1890年～1896年迄の6年6冬に亘って、ア

ルプスのきわめて急な斜面を滑降する技術を研究

しました。彼はその間、幾多の試行錯誤の末、2．4
mもあったノルウェー伝来のスキーを1．8mに改

良し、全金属製の締め具を考案し、長い一本杖を
採用すると共に、「シュテム」と云う用語を用い

「山岳スキー滑降術」を確立して世に公表しまし
た。ツダルスキーは山岳スキー、いわゆるアルペ
ソ・スキーの技術的先矩者であり、アルプスはス

キーの第2の故郷となったのです。

日本に入ったスキー術はツダルスキーの弟子で

ある、オーストリアのテオドル・エドレル・フォ

ソ・レルヒ少佐が、1911年に新潟県高田の第13師団

へ配属した時にレルヒ少佐が持ち込んだ2台のス

キーが日本で初ての滑りとなりました。以後数々

の変遷を得て今日の近代スキーとなったと云われ

ています。

1956年のコルチナ・ダンペヅツオでの第7回冬

期オリンピックでは、猪谷千春が、アルペン競技
に於いて銀メダルを取ったのは、スキーファンの

みならず、日本全国民が記憶に新しいところで

す。以来競技スキーの技術の向上と共に、全国民
的なスポーツとして定着するに至りました。

スキーの歴史はこれ位にして、私のスキーにつ

いて述べてみたいと思います。40の手習いとでも

いいますか、まったく2年前に始めたようなわけ

で、語るには誠におそまつなものです。

山に雪とは実に似合っているものだと思いまし

た。勿論雪の載っていない山も景観に値いします

が、冬山のきびしき、活烈さ、雄大さにはすっか

り心を奪われてしまいました。スキーは、技術を

きっちりマスターしないとケガにつながるもので

すから常に緊張感と恐怖感がつきまとうものでし

た。しかしこの感覚は他のスポーツには味わう事
の出来ない相矛盾した爽快感を満喫させてくれる

すはらい、スポーツではないでしょうか。

会員の津田先生とは、去年以来何度か山でお会
いする事がありました。非常にダイナミックな滑

りをされている姿を見るにつけ、若者だけのスポ
ーツでは決してないと思うと同時に、健康である

事の素晴らしさを感じました。

普段健康と云う事にさ程気にも留めていなかっ
た私ですが、スキーを始めた事によって常日頃の

健康管理と体力作りに心掛ける近頃となりま　し
た。そして何よりも私にとって、貴重に思えた事

は、20代、30代、40代、50代と多くの人達を知り

得た事です。又その多くの人達と様々な事を語り

合い、スキーの魅力に益々取りつかれました。ス
キーは若者だけのスポーツのように見られますが

生涯スポーツとしての要素が多分にあると確信し
ています。会員の皆様も健康面ではそれぞれ留意



されておられるでしょうが、激務なお仕事の合間
に是非スポーツに親しむ機会を数多く持たれたら
いかがでしょう。

3月も半ばになって来ますと、雪も少なくなり

何かしら一抹のさびしさを感じます。しかし、こ

れからが夏スキーのシーズンに入るわけでまた雪

を求めて、あのダイゴ味を味わいに山へ登る事で
しょう。

スキーを始めた事によって、自然を知り、人を

知り、改めてスポーツの素晴らしさを知り、自身
の内にある何かが、大きく変ろうとしているのを

感じています。

注、文中スキーの歴史については、「スキージャーナ
ル」版を参照させて頂きました。

退　会　ご　挨　拶

渡会正三君

4月1日付校長交代します。高専
は5年間教育で校長は5年以上おっ
た人間はあまり芳ばしくない。S51

年10月1日任命ですから昨年9月30日で5年。し
かし今年の卒業式はと半年間延長しての3月で退

官します。
ロータリーは石黒先生のすすめにて入会しまし

た。ロータリーの精神とは「職業を通じて社会に

奉仕する」私の職業を通じて社会の庄内地区、そ
して山形県への「高専の地域との連帯」というこ

とを強力に打ち出し他の高専よりも先手を打ち、

次の校長にも申し送りします。
ロータリーの精神は「プロフェショナルの集

団」でありプロとは自分自身の職業に対する「腕

なり頭なり」に自身を持っている。甘えの精神で

政府の補助金を欲しいとか云わんで、自分の力で

何んかやる。自分のやることは金のためでなく必

ず社会のためにつながる。このような人間の集団
である職業を通じて社会への奉仕、プロの意識そ

のものである。私もロータリー精神を拝借して強

力にプロになれと言っています。

東京から鶴岡のプロ集団の方々が大いに活力を

出せば自ずとロータリーも栄えると思います。

⊂吏亜
○ローターアクトクラブの退会者が多い。

退会の理由、今後の対策について、ロータリア
ンの協力体制として増員に力を貸そう。

事業所の20才～28才の適当な方ご推せんを乞う

○減会正三会員　3月末退官し東京に帰る。4年
余ご苦労様でした。

○庄内空港建設促進キャンペーンの原稿依頼され
た。

手塚林治君

鶴岡ロータリークラブに入会して

早や14年目を迎えた。月日のたつの
ほ早いものである。現在まで色々と

クラブの行事や、ひさごやが会場だ

った当時を懐しく思い出される。

私は今になってロータリーの事について勉強不足
には我乍ら後悔している始末である。私にとって

今は出席だけは欠かさずやるように心がけている
つもりで、来年の6月で13年の皆出席をする事に

なるので、これだけは私の取り柄な気がするので

ある。クラブには何も力になる事が出来ず申し訳
ないと思って居ります。

〔幹事報告）

○例会場変更　立川ロータリークラブ　3月25日

（木）12時15分　庄内ドライブインにて。

○ロータリー米山記念奨学寄付金納入明細表が参
っております。ご希望の方は事務局まで。

鶴岡ユネスコ協会から会員各位へ

コネスコ協会長　三井　　徹君

鶴岡ユネスコ協会56年度最終例会を下記の通り

開催しますのでご出席いただけますようご連絡申

し上げます。

日　時　昭和57年3月26日（金）

午後7時～9時まで

場　所　商工会議所4階第一和室

議　題　○東北ブロック研究会報告

○会計概算報告
○その他

（ス　マ　イ　ル）

鶴岡西R．C　佐藤成生君、原田行雄君

（1、ジタ三〕
佐藤　衛君一長女律さん、鶴岡南校合格

おめでとうございます、

ロむ巨妻早＿阜⊃
スマイルについて

誕　　生…会員3，000円、奥様2，000円

早　　退…　300円

無断欠席・・・1，000円

皆出席…1，000円以上

（今週の担当者　早坂重雄）

鶴岡ロータリ”クラブ創立　昭和34．6．9　　承認　昭和34．6．27　353地区

事務苛　駅間市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235朗7711

例会場　簡閲市馬場町物産館　3階ホ←－ル　例会　H　毎週火曜日　午後12。30～1∴附
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会長新穂光一郎　幹事藤川享胤　副会長・クラブ事仕内山喜一　職業奉仕高岸三推社会奉仕川村虎男　国際奉仕斎藤利男　青少年事仕佐藤順治

出席報告：会員70名　出唐47名　出際賽67．14％　前回出席率74．65㍍　倍正出席60名　確定出席率軋51鬼

（会員スピーチ〕　ボートピア博の成功について

神戸ボートピア博覧会は市主催にて昨年の3月

20日から9月15日までの180日間開催され、総入

場者実績は1，610万人と、開幕前の予測数を300万

人も超えて大成功にて終了致しました。この数値

は万国博の6，400万人の4分の1であり、沖縄海

洋博の380万人の約4倍と戦後開催された博覧会

としては2番目の人気度で、神戸市としても大幅

黒字でした。

何故に開催されたかについては石油ショック以

来、そのあおりを受けて日本経済は長期低迷を脱

し切れず、神戸の基幹産業の一つである造船業は

人べらしに急で有効求人倍率は全国平均を下廻る

最低ラインにあえいでいましたので、神戸経済に

活を入れるために西神工業団地に新規の企業誘致

と人心の停滞を打ち破り、経済文化の高揚のため

博覧会の開催が市政の最大の課題であり、かつ15

年前より三の宵沖に造成していた（人工島）ポー

トアイランドの完成を祝って開催されることが昭

和53年に公表されました。

神戸市の地形については、ご存知のとおり前は

瀬戸内海、後は六甲と峡陰であったので、前々市

長の時代に六甲山系の西側を崩して、その土砂を

三の官沖合に埋めて人工島を造る大計画が起り、

総工費5，400億円で完成したのです。

ここで特筆すべきことは着工当時その着工費の

大半をマルク借款であり、日本経済の急成長のお

蔭で返済時の為替差利益も莫大でした。造成方法

は西六甲より巾約2m長さ6血のベルトコンベ

アーで須磨浦に土砂を運び、待ち受けた底が開く

運搬船が人工島へ運ぶという、当時としては画期

的な工法で、六甲山に西神工業団地が、神戸港沖

合にはコンテナ船専用バース（30隻）と国際色あ

ふれる居住区の面積約436加で甲子園球場の120

倍のポート（港）ピア（理想）郷が同時に誕生し

大森健司君

たわけです。

またこれだけの大博覧会が国家博でなく地方博

として終始したことは、国家博の場合は跡地を永

遠に残さなければならぬという条件の為、神戸市

としてほ土一升に金一升のポートアイランドです

ので当然だったと思います。

そのため外国の出展要請が正式の外交ルートが

使えず、従って諸外国も国家予算が使えない等の

諸条件のため総合的に外国と交渉するのではな

く、外国に対して積極的に自国を紹介している発

展途上国や観光立国及び兵庫県神戸市と姉妹州都

市に的をしぼって交渉して、地方博としてほ異例

の35ヶ国の国際博と進展したのです。この人工島

を神戸市単独で造り上げた事に感銘した関西経済

連の各企業グループは一パビリオン当り工費8億

円から10数億円で擬以体験を中心にした内容で出

展しました。

映画館が非常に人気が高かったので観覧客の待

時間が比較的長かったのが唯一の問題点だと思い

ます。開幕1年前より発売された入場券は、出展

企業や旅行代理店を中心に売られ、第1期前売入

場券の販売が予測数の3分の1の400万枚が発売

されました。

当社も54年10月に後援団体と名のりを上げ、社

内的に販売促進のプロジェクトチームを編成して

早くから取り組んだ結果、総入場者実績の7％の

120万枚の入場券を販売することが出来ました。

全国的にイベントを成功させるにはNHX等のマ

スコミ、国鉄を中心とした輸送業界や完全にリビ

ターとなり得る児童・生徒の関心を引きつけるた

めに学校関係に対して協力を求め、山形博や万国

博そして宇宙博が徹底的に研究され緻密な計画で

神戸市、兵庫県商工会、市民が一体となって成功
に導かれました。



（：室二享報告
○インターシティ・ミーティングの進捗状況を申

し上げます。鶴岡に350名～360名位の方が地区

内からお出になります。第一インをお借りしま
す。前日かから宿泊される方も大勢いらっしゃ
います。今私達で行なっているのほガバナー事

務所と鶴岡R．Cの間で人数、特にバストガバ
ナー、地区の幹事、副幹事、地区委員長、会計
長等の宿泊とか各委員会の委員長、分区代理の
方々のリストアップを急いでおります。

渡部会計長からの報告で80％は集まっている
そうです。各クラブには登録の用紙を発送して
おります。登録の〆切は明後日3月25日になっ
ております。会場の万は内山会務委員長の方で
万全を期しております。又当日桜の花が万閲を
過ぎ、散るのではないかと心配しております。

プログラムは人名のチェックが出来次第印刷

に廻します。又今日、当日の料理を第一インさ
んに作って頂き試食をして万全を期します。

○年次大会の件ですが今、佐藤忠大会幹事が現
在、仮登録のプログラムを印刷しております。
荘内日報さんで行なっており、ゲラが明日24日
出来るそうです。その発送も10日間位で出来る
と思います。部数は4，000部印刷いたします。
これを発送しますと8月迄ひと安心です。

○食事をお美味しくするために4月に1回、5月
に1回出前を取る事にしました。特に5月は取
りたての孟宗で孟宗汁を沢山食べて頂きたいと
思います。

○会長瓦版
北海道浦河町に地震がありました。二次災害

がなく、地区民が地震多発地区のために地震に
慣れており、被害が少なくなったようです。建
築家より見た対震建築は、木造でも鉄筋でも壁
が多く筋違いの多い建物は地震に強いと思いま
す。又バランスの取れた建物は地震に強くなり
ます。昨年の6月より新耐震というものが導入
され今迄の構造計算ではなく、もっと複雑な計
算で手数が倍かかります。大型のコンピュータ
ーで計算しなくてほ出来なくなりました。

○戸谷早百合さんの殺害の犯人木村修治に今日死
刑の判決が言い渡されました。我々も義憤を感
じました。

月　日　本日プログラム

月　日　次週プログラム

フェローの弁
内　山喜一君

年金の支給される歳とは、残念乍
ら壮年とは云えない。そう、塾年と
いう言い方が近頃流行している。そ
の言い方は老年の表現が濃く嫌いだ
熟年とか老年と云う言い方は、将来

とも使わぬ事に決めているが、年金は有難い0そ
の年金の一部を割いて、ポール・ハリス●フェロ
ーへの寄付を、昨年7月から分割納付して11月で

完納した。本年3月上旬、記念のメダルと襟章が
送られて来た。更に3月中旬、R．Ⅰ本部から立
派な認定証が届いた。重ね重ねである。いま、年
金の有難さを泌々思う次第である。

幹　事　報　告

1982～83年新理事会を今日例会後開催します。

場所　4f、第1会議室

出席者
中江　　亮君（会　　長）
川村徳男君（副会長・クラブ奉仕委員長）
内山喜一君（会長エレクト）
嶺岸光害君（職業奉仕委員長）
山口篤之助君（社会奉仕委員長）
黒谷正夫君（国際奉仕委員長）
津田晋介君（青少年奉仕委員長）
新穂光一郎君（直前会長）
森田清治君（会　　計）
佐藤元伸君（幹　　事）

委員会報告

◎ロータリーの現状
ロータリー情報委員長　小松広穂君

1982年1月15日現在で、157の国と地理的地

域に19，512のロータリー・クラブがあり、推計

901，500名のロータリアンがいます。1981年7月

1日以降、46ヶ国において新たに加盟を承認さ

れたクラブは、185でした。

〔ス　マ　イ＿＿生〕

○佐藤元伸君の長女智子さん鶴岡南高等学校へ合

格されました。

○川村徳男君の息子さんの良さんが東邦大学医学

部大学院へ合格されました。又3月20日に結婚
されます。R．Cより祝電ありがとうございま

⊂∵ジ？．三）
（鶴岡西R．C）　菅原幸雄君、本間文一君、佐藤

成生君

（今週の担当者　菅　健）

鶴岡ロータリークラブ創立　昭和34．6．9　　承認　昭和3右6．27　353地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235餌7711
例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階か－ル　例会　口　毎週火曜日　午後12。30～1∴醐
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会長新穂光一郎　幹事藤州事胤　■金かクラブ事仕内山書丁 職業事仕迎田　稔社会卒牡川村徳男稚辛仕横田庄司青少年華仕

確定相席率鏡．71％出席報告：会員69名　出席50名　出席率72．46％　前回出席率167．14％　修正出席曲名

鶴岡市昭和57年度予算にみる重点事業　　額同市長斎藤第六氏

ゲストスピーチで、鶴岡市長が57年度予算を資料を基に、詳しく説明されました。柾面の都合で

数字は省略、重点事業だけ列記いたします。

昭和57年度一般会計予算額　185億3千2百万円余

投　資　的事業　経費　　44億7千6百万円　　総予算の24％

スポーツ振興基金（3千5百万円）67国体にそなえ、3ヶ年で1億円にし、その利息で選手強化を充実

させる。

社会福祉基金（3千5百万円）　3ヶ年で1億円にし、その利息で新期福祉事業をやります。
市民便利帳（2百16万円）市役所の仕事の内容、申請その他諸々の手続き等を新庁舎完成を横に全戸配

布します。

福祉タクシー　身障者は、タクシーの利用度合いが高いため、基本料金を市で負担してやろうという制度
を発足させ、福祉タクシーへの助成を致します。

福祉都市の推進事業（3千5百万円）国・県からの補助金も戴いて居りますが、3年継続で、今年が3
年目です。

し尿処理設備一新（3億1千3百万円）　2年継続事業で今年が2年目、糞尿処理設備が老朽化し、風の
向きによっては、7号線の国道まで悪臭がただようといった施設の改善を目指して居ります○

働く婦人の寂開館運営費（1千5百万円）
雇用促進住宅（2億円余）雇用促進事業団で、中央工業団地の中の住宅団地に2棟80戸建設します○県

の土地を市が買収し、雇用促進事業団から更に買いとってもらいます。その所得、整地費です0

水田削減対策授助費　米以外のものに転作しなければならない所の対策予算をみて居ります0
商工業対策費として3億1千万円を計上して居りますが、信用保障協会と提携して、10倍、20倍にも資金

を拡大して利用して貰おうという訳であります。

葡光宣伝事業としては、今年国鉄の重点販売地域に指定されましたので、観光映画であるとかパンフレッ
トであるとか、一段と強化した観光PRを行ないます。

環境整備（6億円）市民要望の棚番高い道路、側溝等の新設、改良、圃場整備等での新設市道事業に1

億3千万円程みて居ります。
小真木原総合運動公園に全天候型の陸上競技場を新設します。それに3億円程必要です。
天地橋の掛曹事業（2億円）苗津・大山線の内川にかかっている橋を今年一気に掛香致します。
市街地再開発としてジャスコの関連事業に6千万円程の補助金を計上して居ります。
公共下水道事業今年分として9億2千8百万円
公営性宅建設事業として1億6千万円で16戸建設致します○
第一学区の旧三中跡に1億8千万円程かけて防災コミュニティーセンターという集会施設を作ります。

今度、学区単位に集会、対話、研修等が出来る施設を作る事となりました。その手初めに致します更に
市役所裏の農業共済組合が使っていた事務所を内部改装して、第三学区のコミュニティーに転用しよう
と1億円で買収致しました。57年度の内部改造費は1千万円余です0

教育面では黄金小学校、加茂小学校の2校を一緒に改築致します。両方で7億7千万円程。更に中堅小学
校のプール等も作ります。
まだまだ市民の要望は数かぎりなくありますが、最も緊急なものから予算化したいと、このような予算

を組んだ次第であります。皆様の一層のご支援とご協力をお願い申し上げる次第であります0



マレーシア・クアンラルンプールR．Cの

例会に参列して

石黒慶之助君

今日の朗マレーシアから帰ってきました。向こ

うの理事会の様子を一寸ご報告申し上げます。マ
レーシアにつきましては、後日時間がありました

ら、国情やらそれなりに申し上げますけれども、
私は生まれてはじめて、クアラルンプールのロー

タリークラブで、英語でスピーチをやらされてき

ました。

これは阿部先生に原稿を書いて戴きまして、そ

れをただ朗読したにすぎませんけれども、非常に
冷汗もので、今考えると、慄然とするものがござ
います。例会で、日本とずい分違う所は、鐘鳴る

前に、勝手に来まして、バイキングですけれども

皆、勝手に食事します。そこで、ビールも所望す
るやつが出てきます。先に、ずうっと、こう食べ

ながら、皆集まった頃に、はじめて、点鐘をやる

わけです。私も今回はノミニーという立場からし

まして、メーン・テーブルに通訳と2人おかれま

して、私も非常に光栄に思ってきたわけです。会

長は、インドの方でございました。インド人でご

ざいましたけれども、非常にやさしく親切な方で

私の手をひっぼって、あちこちご案内していただ

くような形でした。

私のスピーチは特に、世界平和ということにつ
いて、私の意見を一寸申し上げましたが、それに
つきまして、3人ぐらい、ばらばらに立ちまして

世界平和について、真剣に討議していただきまし

た。まことに恐縮しておりますけれども、通訳に

開きましても、さっぱり、通訳は私の娘の婿でご

ざいますけれども、よくわかったようでわからな

いようで、ですから、いずれにしましても、世界

平和ということに関しては、多数民族、多種民族
といいますか、国家におきましていかに重要かと
いうことを我々が単一民族で、クラブを形成して

いるのとわけが違いまして、5ヶ国、6ヶ国の国

民が一緒になっているクラブでございますので、

平和に対して非常に強い関心を持っているという
ことでございます。で、こっちがマレーシアの方

が小さい国旗ですけれども、こっちがシンガポー
ルの国旗でございます。で、うちの方の立派なバ

ナーと、向こうのマレーシアのクアラルンプール

のバナーと交換して参りましたので、回覧致しま

す。以上を持ちまして、簡単にご報告申し上げま
す。ありがとうございます。

（‾ビジタ　ー〕

鶴岡西R．C　菅原隼雄君、鈴木昭吾君

転勤ラッシュアワー

渡部利夫君
tt今頃の時期”に思うこと。毎年3

月の声を聞く頃、サラリ←マンは転
勤という地震に見舞われ勝です。当
クラブでも数名のメンバーが転勤の

ため、惜別の情を秘め鶴岡を去って行きました。
サラリーマン・ロータリアンにとって、転勤は好

むと好まざるとに拘らず避け得ないさだめです。
去り行く友の新天地での幸運、活躍を祈り、入会
出合いとならう新ローークリアンとの友情の輪を大
きく育てて行きたいものです。

（会長報告）
03月28日、会員の高橋良士さんのお父さんが亡

くなられ、総穏寺で葬儀があり出席して参りま
した。最近会員の父母が亡くなられたという方
が4名もおられ、更にご本人が1名という事で
大変悲しい事が続きます。

幹　事　報　告 中江亮君（代理）
OR．Ⅰからの連絡で　4月15日以降のレートが変

更、1弗－235円になります。

委員会報告

○次年度の委員の構成が決定され、今日配布致し
ます。来年度は地区の人事を優先した事もあっ
て大変遅れましたが、何卒皆さんのご協力をお
願いしたいと思います。特色としては、職業奉
仕部門に職業情報という特定委員会、社会奉仕
に、社会環境という特定委員会を新設した訳で
すが、これは過日3月23日にご討議を戴きまし
てご承認を受けて居ります。詳しい事について
は、その内、申し上げたいと思って居ります。

○佐藤忠君　次年度の年次大会案内予定をパンフ
レット化しましたので皆様にも見て戴きます。
ミスが目立ち大変申し訳ありません。

○阿部清三先生送別会参加ご案内
4月10日　P．M6：00　於中国飯店　￥4，000

特に交換学生のホストファミリーをされたこと
のある会員の方は是非ご夫妻同伴でお願いしま

す。

4　月（卯月）の暦
新学年　新財政年度
清　明
市内小学校入学式　第10回理事会
市内中学校入学式
高等学校入学式
鶴岡市役所竣工式　於鶴岡市体育館
土　用
雑誌週間　第5回クラブ協議会
ガバナー諮問委員会
253地区インターシティ・ミ【テ

於　第一イン

（今週の担当者　石　井　敬

鶴岡口叶一夕リークラブ創立　昭和3右6．9　　承認　昭和34．6．27　353地区

事務筍　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235餉7711
例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホー1ノし　例会目　毎週火曜日　午後12。30～1∴う0
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1小しっRLDしけ・DERST一色巨江別

会長新穂光一郎

i・1G　ふPEタ．仁．E THR（こモUG卜E ROTARt＼／■

譲会長・クラブ攣仕

老廃寄告

一　職業奉仕迎田 社食事仕川村徳男　露房事仕

会n68名　出席59名　出席率86，76％　前Ⅰ

会　員　ス　ピ　ー　チ

3月23日より28日迄の問マレーシア、シンガポ
ールの旅をして参りました。時差は1時間ですが

感覚的には2時間位のようでした。先般は例会に
ついて報告致しましたので本日はマレーシア、シ

ンガポールの実情についてお話し申し上げます。

飛行場に降り立ちますとすぐ30℃位迄気温が上昇
しむかっとする故ですがしばらくしますと人間の

体はだんだん慣れてくる事を身を以って自覚いた
しました。

クアラルンプールは人口約70万人の町ですが、

領域が非常に広く自然の縁の富んだ首都でござい
ます。立権君主国体制で王様が居る故でございま

す。13州のうち7州のカルタソが互選しまして5

年の任期で交互に王位につく故です。政治的な実
権は首相という事で、日本と同じで王様は象徴的

存在です。スコールと高温の為に植物の繁茂は非
常にすぼらしく、そこにぽつりぽつりと高層建築

物が立って居りまして、その間を高速道路がつな
いで居り非常にきれいでございました。そしてま

だまだ発展の可能性のある都市に見受けられまし
た。

人口の民族比率がマレー人が47％、中国人34％

インド人9％で残る10％が白人や日本人等の構成

になっておりました。25年前迄は英国領で大東亜

戦争の後に民族自決という事で独立致しました。

多種民族国家ですので、政治、国防方面をマレー
シア人、経済や貿易関係は中国人がほとんど実権

を握っており、インド人は労務者的存在でマレ【
シアに於てほ、人種差別が有るように見受けられ

ました。例えば賃金等に於ても人種毎の差別があ
よるうです。従来はヨ【ロッパからの影響が大き

かったのですが、最近はItルックイースト”とい

う事で日本や韓国に学べという事で、真剣に国家
の再建を図って居るようです。公用語はマレーシ

ア語ですがまだ辞典も無く、もっか製作中との事

でした、かつての日本に於ける明治初期の状態の

ような感じではないかと考えられます。しかしな

がら今後の発展性に於て非常に可能性の多い国だ

と思われます。
クアラルンプールの飛行場から約45分位でシソ

横田庄司　青少年♯仕佐藤順治

72．46％　修正出席60 確定出席率86．96％

石　黒　慶之幼君

ガポールに着きます。シンガポールは大きな自然

の中に美しい建築物がたくさん有ります。大きさ

は日本の淡路島と同じ位ですが、経済的には相当

な強さを持っておりまして、私達が泊りましたシ

ャングリラというホテルは世界で4番目に豪華な

のだと自慢しておりました。町へ出て見ますと非

常に車が多いのですが、半数以上が日本製で日本
の自動車ショーを観ているような感じを受けてま

いりました。又車についている広告等もほとんど

日本のメーカーの広告で大変驚きました、かつて

百年間以上も英国の統治下にあったという事なの
ですが、大英帝国の権威の面影はほとんど失われ
ておりまして、朝鮮や台湾でも同じ感じを受けた

のですが、武力を以って統治した領土というもの

は絶対に永遠には続かないという事が良くわかり

ます。
シンガポールに於て面白く感じた事は、大多数

の国民が中国人でありながら会話はほとんどが英

語ですので、これが英国統治下の名残りかもしれ

ないと思いました。この国の果物は非常においし

く、パイナップルやバナナでも日本で食べるのと

では大違いでございました。以上のように命の洗

濯をする思いで帰って参りました。

次に∴R．Ⅰと地区の近況についてふれてみたい

と思います。ご承知のように向笠ガバナーイレク

トは、私共の最も尊敬するロータリアンでござい

ますが、現在は日本に居りますが5月4日からは

ほとんど海外に行きまして日本に戻るのは極めて

短時間でございます。日本には第1ゾーンと第3
ゾーンがありますが、第3ゾーンから当クラブの

早坂P・Gと同期の田宮P．GがR．Ⅰ理事として

推薦されておりましたが、健康上の理由で急にご
辞退されまして、替りに福岡西R．Cの末長様が

推薦されております。

最近のR．Ⅰの理事会で決定した事ですが、今

迄はロータリー財団週間とか青少年週間のように

週間毎でありましたが、次年度からは月間に訂正
になりますので、次年度の活動計画を作成する時
はご注意下さるようご承知おき下さい。

私のガバナー年度も間近でございます。私は朝



から晩迄ロータリーの事で頭が一杯でもっか悩み

の最盛期の感が致しております。P．G達に聞い

てみますとガバナーに就任する半年間が最も苦し
いのだと慰められて居ります。次年度の地区の役

員編成や行事予定、公式訪問の日程等はだいたい
固まって参りました。

去る4月2日～3日に小松さんと財団委員会の

奨学生の選考という事で福島迄行って参りまし
た。17名の志望者の中から4名を選考するのに苦

労して参りました。最近は非常にすぼらしい頭の
切れる人が多く、東大出の工学士とか医学部出身
で学位の持っている人等が沢山奨学生を志望され

ますので、会話、ペーパーテスト、小論文、面接

等により選考する故ですが、いくら能力的に優秀
であってもロータリーそのものに関心をもち理解

を示さない人は、Pr一夕リー財団は希望しないと

いう事でし将来共にロータリー精神を理解できる

人を選ぶべきだと痛感して参りました。

4月11日は温海高校が地区14番目、庄内では5

番目のインターアクトクラブが誕生致しますので

早坂P．Gに替わって出席して参ります。

4月24日にⅠ．C．Mが開催されます。

5月1日～3日、磐梯高原でライラの研修会が

行われますが、私の年度に於けるライラの研修会
は庄内浜で開催するべく、鶴岡西クラブより6名

の会員が参加していただく事になっております。

西クラブのご好意に対しまして心から感謝申し上

げます。
5月9日には新旧分区代理会議が山形のグラン

ドホテルに於て行われます。

5月27日から6月13日迄アメリカの国際会議と

ダラスの国際大会へ参加して参ります。

帰国後間もなく6月20日天童で地区協議会が開

催されます。
皆様方には大変なご心配やらご支援を頂戴致し

まして、又貴重な時間を大会やミーティングの為

にあらゆるものを犠牲にしてご協力いただき、深

く感謝申し上げましてスピ←チを終わらせていた

だきます。

理　　事　　会

C）新入会員の推薦
工藤弘直君　住友海上火災保険㈱鶴岡支社長

職業分類　自動車保険

斎藤　隆君　斎藤印刷㈱取締役社長
職業分類　写真印刷

入○次のクラブ協議会は5月上旬の予定

（⊃アメリカへの交換留学生の派遣希望に対して、

時期的な問題とクラブの事情に依り今回は難し
いのではとの事です。

吉野　　勲君

春3月はどこの企業も会社でも新
入社員を迎え入れる時期である。私
の所にも若い高卒の社員が4名入社

した。大企業であれば1ケ月、2ケ

月の養成期間もあろうが残念乍ら我々は即戦力と
して直に店頭に、工場での実戦に入る。私は毎年
の事ながら数多い企業の中から折角当社を選んで

もらって入社したのであるから、入社した以上は
一日も早くこの道のプロとして自分の職業を通じ

て常に社会のため、又自分のためになるようにと
ローータリーの職業奉仕の精神をお借りして教えて

いる。

〔幹事報＿＿告）

○例会変更のお知らせ
鶴岡西R．C－4月16日の例会は親睦花見例会

に変更

場所　ヤマテボウル　P．M4：00登録料1，500円

食事　かに船P．M6：00　　花見例会3，000円

OR．Ⅰ第253地区山形南R．C創立10周年記念式
典ご案内
日時　5月23日　会場　ホテルキャッスル

登録10：00～11：00　式典11：00～12：00

祝宴12：00～14：00

前日22日（土）蔵王カントリークラブに於て記

念ゴルフコンペ　8：00スタート

○鶴岡工業高校の阿部先生が寒河江高校の教頭先
生として栄転されました。

「亘互里主．）
◎親睦委員会

○会員誕生　阿蘇司朗君、飯自祐倍君、小松三
雄君、新穂光一郎君

○奥様誕生　市川芳子様、中江遺子様、笹原郁
子様、新穂瑠璃子様、佐藤佐保子

（陸男）様

出席委員会

022年間皆出席　鈴木善作君
019年間皆出席　石黒慶之助君

017年間皆出席　佐藤　忠君
03月100％出席　46名

ビ　ジ　タ　ー

立川R．C　池田好雄君
温海R．C　渡部晃雄君
鶴岡西R．C井上　彬君

（今週の担当者　佐藤元伸）

鶴岡コ1メリークラブ創立　昭和34．6．9　　承認　昭和34．6．27　353地区

事務笥　窮岡苗馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235餉7711
例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホ…′し　例会日　毎週火曜日　勺二後12。30～1∴狛
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会長新穂光一郎　幹事藤川享胤　凛会長・

出席報告：＿会真二68＝名

クラブ華仕内山喜一　職業奉仕迎田

置庸5壬＝名

稔　社会華仕り‖村康男　印譜仕横田庄司 型空事仕＿＿壁蓼堰塵

蔑席率一票最短＿％‾＿前回出席率88．24％　修正出席葛名　確定出窟率92．65芳

警　察　行　政　の　現　状

3月29日に鶴岡へ、月山の裏側の寒河江より山

を越えて参りました。鶴岡は遠い処と思って居り

ましたが、月山新道が出来てから隣りの町となり

ました。本道寺という部落が有りますが今迄は山

形へ買い物に行っておりましたが、今は鶴岡へ買
い物に来ます。

私の生まれは左沢です。左沢は江戸時代酒井藩
の分韻でした関係で松嶺町と同じ形態を作ってお

ります。今、松嶺とは姉妹都市を結んでおりま

す。このようなことで鶴岡に参りましたことを誇

りと思っております。一生懸命働きたいと思いま

す。宜しくお願いします。
ロータリークラブは余り深く知りませんが社会

的に奉仕活動をして交通とか青少年補導等にご協
力を頂き、この機会に厚くお礼申し上げます。
新しい所に来ますと色々と感じます。鶴岡はこ

のような町だとか、鶴岡の人はこのような人達と

か色々感じております。目が経って馴れて来ます

と何も感じなくなります。このように感じた内容

と、この内容に対してどのように対処するか私な

りに感じたことをおり混ぜてお話し申し上げま

す。
警察が見た日本の現在の治安について触れて見

たいと思います。一口に申しますと日本の治安は

世界的に非常に安定した国であると言われており
ます。多分皆様は外国にお出になっておられます

ので感じておられると思います。

国際警察機構の内に精神問題の国際機関が有り
ますが、その統計を見ますと国民所得が高い国ほ
ど犯罪の発生が高くなっていると言われていま

す。その理由は高度の物質社会は人間の心を蝕ん
でいると言われています。

日本は経済大国ですがH本だけが例外であると

言われています。たしかに最近の犯罪を見ますと
欧米型の大型の犯罪は発生しておりますが一般的
な犯罪は近年弱含みの横這いです。特に強悪犯罪
は減少傾向にあります。日本だけが例外と言われ
ております。国際刑事警察機構と言うのが有りま

すが、その統計を見ますと強盗事件を他の先進国

鶴岡警察署長　遠　藤　清　男　氏

と比較して見ますと、米国では10万人あたりを見
ますと日本の200倍も多く、西独では11倍多く、

イギリスでは2倍多くなっております。これを見

ても日本の治安は非常に良いと思います。又一面

検挙率はどうかと見ますと55年で日本は78％、ア
メリカ26％で日本は発生事件の殆んどを解決して

おります。
一つの問題があります。それは少年犯罪が増加

傾向にあることです。大人の刑法犯は減少傾向に
あります。10年前を100としますと現在は95とな

っております。少年犯罪は52年を100として昨年

は163となり63％の増加で10年で倍になります。

少年犯罪が日本の将来の決め手になると言われて
おります。本当に重要な問題です。この問題は社

会的な問題ですのでどなたもこの問題に関心を持
って頂きたいと思います。

今日は少年犯罪を中心に申し上げます。鶴岡の
少年犯罪はどうかと言いますと、一口に申し上げ
ますと異状に高いのです。何故高いかはこれから

調査したいと思います。55年の統計で少年人口

1，000人当り鶴岡は15．4人の発生です。山形県全

体では9．3人の発生です。鶴岡の場合は非常に高
いと思います。特に鶴岡警察管内では羽黒地区が

18・2人で県平均の倍の発生となっております。全

刑法犯に占める少年犯罪の比率が非常に高いと思
います。

昨年鶴岡警察管内の検挙者人員は725人です。
その内少年犯罪者は447人で61．7％が少年犯罪で

す。全刑法犯罪の半分は少年犯罪です。更に悪い
事に薬物乱用少年が多くなっております。県全体
で214人を補導しました。この内鶴岡警察管内で

は80人、37．4％で非常に多いと思います。山形市

で人口26万人で22人です。鶴岡は山形の9．4倍多

くなっております。窃盗犯も多くなっておりま

す。少年犯の90％が窃盗犯です。県全体でも82％
が窃盗犯です。又万引が非常に多くなっておりま

す。窃盗犯の内64％が万引です。出来心の犯罪が
多くなっておりますが、補導によって立ち直るこ

との出来る犯罪です。



成人になって犯罪を起こす者の内、少年時代に
万引をやった経験者が大部分です。万引は犯罪の
入り口です。万引は1回補導されますと大体止め
ます。75％は2回は補導されません。補導に依っ

て治る犯罪です。万引の多い一因には商店の品物
の陳列方法にもあると思います。将来万引防止協

会とか大型店防犯協会とかを作りたいと思いま

す。

次に校内暴力事件を申し上げます。昨年は全国
で2，857件発生しております。倍ぐらい増加して

おります。校内暴力の80％は中学校で発生してお

ります。山形県は昨年15件で46名補導されま　し

た。その中で先生に対して暴力を加えたのは6件
17名でした。鶴岡には発生しておりません。

読売新聞の世論調査によりますと、先生を信頼
する生徒は小学生で13．2％、中学生4．5％です。

先生と生徒の信頼感がありません。NHKの調査
でも生徒に暴力を振るわれた先生は15％ありまし

た。叉生徒を恐しいと思う先生は33％ともありま

した。
この事には関心を持たなければならないと思い

ます。少年犯罪が全刑法犯の50％になりますと、

将来その社会は犯罪社会になると言われます、鶴
岡は50％になっておりますことをご認識下さいま

して、色々な機会でこの面についてご活動下さい

ますようお願い申し上げます。

⊂巨を連∃⊃
04月11日温海高校のインターアクトクラブの認

証状伝達式に出席して参りました。秋野忠君、
三井徹君、張紹淵君、石黒慶之助君が当クラブ
より出席されました。鶴岡工業高専の斎藤正一

先生の「温海地区の特色」の演題で温海の歴史
について記念講演がありました。

04月27日にクラブ協議会を4時30分より開催致

します。出席義務者には後で事務局より連絡い
たします。

○石黒ガバナーノミニーのことがクアラルソプ←

ルにR．Cの会報に記事が出ておりますのでご

紹介致します。非常な流暢な英語でスピーチさ
れました。彼の娘さんのご主人は当地の東芝の

社長さんでダマンサラハイに住んでおられ、娘

さんと共に幸せな日々を送られておられます。

石黒君は日本の鶴岡市の歯医者さんです0　この
ようなことは国際理解と親睦を深めることと思

うし人と人、クラブとクラブ、地区対地区の理

解が世界平和をもたらすと思います。と会報に
載っております。

く）今日は出前の鮪を取りましたのでエルサンの人
がおりませんのでS．A．Aの皆さん、山下さん

に大変ご苦労をおかけしました0

ゆずり葉と人生

山　口　貫之助君

漸く暖さが訪れ、新しいつややか
な若草色の葉がととのってくると、

長い間冬の風雪に耐え忍んだ窯緑色
のゆずり葉が座をゆずるようにして

さりげなく散ってゆきます。若い葉が育ち、一人

前になるのを見とどけてから古い葉は散ってゆき
ます。そのさまは親から子へ、子から孫へと、そ
の座をゆずり、前世代より培ってきた生活の智恵

を次の世代へ伝えゆくさまをあらわしていると云

えるようです。

○先月フォークランド紛争が起きました。フォー

クランド島は英国領でアルゼンチンの東海岸に

あります。それを突然アルゼンチンが我が領土
として占領した事件です。英国は艦隊を派遣し

ました。英国のサッチャー首相の片腕のチャリ

ントン外相を更迭し泣いて馬しょくを斬りまし

た。このままだとサッチャー首相の首も危かっ

たようです。仲介に今米国のヘイグ国務長官が

計っており英国アルゼンチンの間3万2千Kを

飛びつづけております。問題はフォークランド
の領土の帰属問題が難航しているようです。紛

争の原因は漁業権の問題、海底油田の問題があ
ったようです。又アルゼンチンは国内経済が破

綻に近い状態ですので国民の目を外に向けるた
めフォトクランドを占領して強引な態度を取っ

たのだとも言われます。私の友達に聞いて見ま

したら笑談と思ってますが、景気が悪いから日

本の裏側で戦争してもらった方が良いなどと恐
しいことを言う人もおりました。

〔幹事報告）

○例会変更立川R．C
（1）4月15日の例会は移動例会P．M12：15点経

場所　見龍寺
（2）4月22日の例会は観桜会のため

草薙温泉滝沢旅館　登録料4，000円
○会報到着

（1）米沢R．C　（2）東京R．C

O神戸須磨R．C　3月15日付をもって国際ロータ
リー加盟が承認されました。

（二竺＿ノ＿タ二つ
酒田東R．C　和島茂男君
温海R．C　　渡部晃雄君
鶴岡西R．C　本間文一君、井上彬君

（今週の担当者　菅　　　健）

鶴岡口叶タリークラブ創立　昭和34．6．9　　承認　昭和34．6．27　353地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235幽7711
例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会日　毎遇火曜日　午後12．30～1．30
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出席報告：会員68名　出船51名　出倍率75．m％　前回出席率76．47％　鰐正出席62名　確定出席率91．18％

ロータリー雑誌週間にちなんで・ク

本来であればロータリアン誌について話を申し

上げるべきですが、それについての薙苔がありま

せんので、出版物について本屋の立場から少々お

話しして責を果たしたいと思います。

現在日本の人口は1億1千7百万人、出版物の

売上げ高は新聞を除き1兆9千668億円、これを

1人当りになおしますと　年間約1万6千800円と

なります。山形県を見ますと　人口125万人、書店

数350店、販売高は163億円で1人当り年間1万3

千円となります。全国の出版物の約4分の8の出

版物が山形県で売られているということになりま

す。このように比較しますと如何にも山形県人は

勉強していないような感を受ける方もいらっしゃ

るのではないかと思います。

しかし富源をたどって見ますと日本で学問をす

る、本を読むと云う意味で使われている勉強も、

中国では本来強いて勉める事、値段を勉強する意

味で商人が安い値段で品を売る事の意味で使われ

ております。

では読書も強いてしなければならないものかど

うか疑問がでてくるわけですが、私は読書はある

意味では旅と同じ効用があり、いろんな種類にわ

けられるのでないかと思います。例えば実用書は

ビジネストリップ、娯楽書は観光旅行、教養書は

博物館を訪ねる旅だとも云えると思います。では

雑誌はその価格が高いのか安いのかですが、昭和

5年はがき2銭の頃、本は約1円90銭、57年はがき

会員　小　池　繁　治　君

40円で2，000倍ですが、本は今約1，300倍位だと思

います。ただ雑誌及び本の価値は単に価格のそれ

でなく効用だと思います。雑誌1冊の中には大変

な情報量があり、又それぞれ違った情報を伝えて

います。だからせっかく買った雑誌だから全部の

記事を読まなければ損だと感じられてほ困るわけ

です。だから自分の求めるものを読み出して他は

捨てても良い位の大切さが必要と思います。多く

の情報の中で自分の求めていたもの又は琴線にふ

れるようなもの、心にふれたものが1箇所でも出

会った場合は本の持つ価値は充分感じられるもの

でないかと考えます。

暇がないから本が読めないと云う事を耳にしま

すが、これからは余暇が増えて来ます。兎角今ま

で余暇と云うと外に目が向けられていて、考える

楽しみ、本を読む楽しみは、レジャーと云われて

いませんでした。しかしこれからはイギリス人が

芝生の庭に出て推理小説を読み、謎ときに自由な

時間を持つように、余暇の使い方も外に向けられ

る楽しみだけでなく、物を考える楽しみにレジャ

ーを求める事もしていただきたいと思います。

最初は兎に角本に親んでもらい、そして考え、

物を知る事に楽しみがあり、生活を豊かにする事

に読書の効用があり、終に偲本なくしては生活が

出来ないようになっていただく事が本屋にとって

も非常に有難い事だと思っております。



（j長報＿草⊃
10鶴岡市庁舎竣工式に出席しました。（S57．4．14）

席上、市庁舎の主体工事鶴岡建設KK、電気関

係は東北電気工事KK、設備は荘和設備工業K

K、それぞれ感謝状を授与されました。大変お

めでとうございます。

〇第5回のクラブ協議会　4月27日午後4時30分

より湯田川の御殿旅館にて行います。新入会員

の出席をすすめたい。委員長欠席のときは代理

出席をお願いします。

○社会奉仕委員会で先般鶴岡市に「行事案内版」

を寄贈しました。斎藤市長より感謝状を頂きま

した。

○会員の入院…風間慶三会員　4月5日より東京

のガン研に入院、経過は良好です。

○ユネスコより「ピカソ」の生誕100周年記念に
、ついて

（⊃インターシティ一・ミーティングの最終の全体会

議4月13日に行いました。あとは今週の土曜日

に第一インにて行います。

幹　事　報　告

○長井R．C20周年記念式典案内

S57年5月22日（土）長井市成田「はぎ苑」

登録料10，000円（4月30日締切り）

○各クラブ会報一遊佐・鶴岡西各R．Cより

○新会員推薦　氏名発表

鶴岡工業高等専門学校長　染野　　檀君

（子マイ＿＿＿虹）離委員会

富樫良書君（鶴岡建設KK）

ヰ村富昭君（東北電気工業KK）

4月14日両名鶴岡市役所庁舎竣工式にて感謝状

を授与される。

ビ　ジ　タ　ー

鶴岡西R．C佐藤成生君、半田茂弥君、井上彬君

笹本森雄君、佐藤拡君

転勤時期に思う

横田庄司君

当社の異動時期は新入社員の3ケ

月研修の関係で7月1日である。春

の異動が新聞等で報じられたり、身

近な知人が居なくなると淋しさと同時に羨ましく

思う。3、4年で異動が慣習化されている組織内

に居ると新しい職場に変わることが人生の活性化

につながると同時に楽しみでもある。3年以内に

見知らぬ場所で成果を出さなければならない幸い

立場ではあるが。

⊂新会員紹介〕　工藤弘道君

S19年4月20日　秋田市に生れる。

S43年3月

早稲田大学第一商学部卒

S43年4月

住友海上火災保険株式会社入社

S57年3月　同上鶴岡支社長として着任

家族：妻　工藤利子（35才）

長男工藤至史（9才）朝暢第六小　4年生

長女工藤慈子（7才）　〟　　　3年生

次女工藤彰子（5才）みどり幼稚園年長組

趣味：スポーツ（ゴルフ・合気道・籠球）読書

入会にあ　たり

鶴岡公園の桜も今が満開、春風一しおうららか

で身も心ものどかさを覚える頃となりました。

さて、私この度、板垣広志君のご推薦をいただ

き伝統ある鶴岡ロー一クリークラブに入会させてい

ただきました。まずもって会員皆々様に厚くお礼

申し上げる次第でございます。

仙台からご当地にこの3月に赴任してまいりま

したが、ロータリー歴は今回が初めてでございま

す。クラブの理念、歴史、社会奉仕のことなど只

今勉強中でございますが、なにぶんのご指導をお

願い申し上げる次第です。「損害保険事業を通じ

て社会公共に奉仕し、その福祉と繁栄に貢献す

る」私の勤務先の事業精神を披露させていただき

まして入会のご挨拶にかえさせていただきます。

（今週の担当者　早坂重雄）

鶴岡ロータリークラブ創立　昭和34。6．9　　承認　昭和34．6．27　353地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235軸7711
例会場　鶴岡苗馬場町物産館　3階ホール　例会日　毎遇火曜日　午後12。30～l。3n
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（阜阜‾垂二二重⊃ICM関連
04月24日、かねて準備致して居りましたⅠ．C．
Mが開催されました。天候に恵まれ、桜もみご
と散らずに遠来の参加者に笑みを投げかけて居
りました。委員の皆様、本当にご苦労様でし
た。お礼申し上げます。

○Ⅰ．C．M席上での話ですが、作田ガバナーは新
年度まであと2ケ月あると油断せず、早めに一
年の計を樹てるよう呉々も申して居りました。
私の任期もあと2ケ月ですが、Ⅰ．C．Mで9割
仕事は終わった感じです。

○石黒ガバナーは、ルール上の信念は貫ぬく覚悟
であると、力強い話がありました。

○モナコの規程審議会には浜田バストガバナーが
出席の予定であるが、万一の場合は作田P．G
が代行する積りとの事でした。

○地区の出席優良クラブは、会津（96％）、山形中
央（94％）、置賜の順になる。任期中更に努力し
てほしい。又会員増強も3月31日現在で77名で

あり、昨年の107名は及ばないと話して居りま
した。

○斎藤栄作氏より電話があり、病気の方は全快し
たが体力消耗につき、もう少し欠席するとの事
でした。

○阿部清三氏より送別会のお礼状が来て居りま
す。

○早坂P．Gが入院されたとの事心配です。

石黒ガバナーノミニーt．C．Mの謝辞

去る4月23日の諮問委員会、翌日のⅠ．C．M見
事に完了しホスト・クラブの皆様に心から感謝
し、その労に深くお礼申し上げます。私は今回の
ように要領よく豪華なⅠ．C．Mは経験した事があ
りません。参加者からもお世辞とは思えない賞讃
の声を聞いて居ります。

幸いに晴天で桜も満開で、新穂会長、川村徳男
君を初め各委員の綿密な企画を設営準備、会員の

奉仕的努力の賜物です。
特にプログラムがアカヌケして見易しかった

点、会場の選択が適正であった為、参加者にゆと
りを与えたようで、前回（23日）第一イン9階で
鶴岡の夜景を見ながらの水割りパーティーは印象
的でありました。
悪かった点は私が感激の余り上がって充分な謝

辞が口から出なかった事です。
嬉しかった事は、お体の快復していない早坂P

Gが出席して下さった事、出席義務者でない穴沢
PG、大原PGが、私を激励に友情出席して下さ
った事です。
翌日は、何か気が抜け、バーナウト・シソドロ

ウムかと疑われる程、無反応となり風邪気味で就
床休養しました。

作田ガバナーは翌日から日韓親善会議で奥様と
共にソウルに出発されました。ガバナーの任務は
大変な労働で体力の要するものと思われました0

我々は今回のⅠ．C．Mから立ち上がったわけで
あり、今後一層のご支援を頂くものと思い恐縮し
て居ります。

小松広穂次期地区幹事1．C．M謝礼
Ⅰ．C．Mについては今、石黒G．Nが私の云い

たい事を全て云い尽しましたので、別にありませ
ん。本当に有難うございました。
石黒G．Nが7月1日ガバナーに就任する迄は

G．Nに何の権限もないに関わらず、就任前半年
間の地区行事はG．Nガ設営ホストを努めなけれ
ばならない訳で、非常に苦しい立場に置かれて居
ります。
或るクラブの先輩ロータリアンから云われまし

たが、Ⅰ．C．Mという最初の大きい行事がこんな
にうまく行くなら、今後の地区協議会、地区大会
もきっとうまく行くだろうと云われた言葉は今で
も耳に残って居ります。
この素晴らしい成果を胸にきざみ、これから行

われる5月9日現・次期分区代理研修会、6月19
日地区協議会、7月3日地区委員会総会、7月10
日事務担当者研修会等の行事をG．N事務所スタ
ッフ張切って居りますので何卒よろしくご協力の
程お願い申し上げます。

〔＿会員スピーチつ

趣味としての合気道　　工藤弘道君

（前略）



私、学生時代に合気道をやっておりました。剣
道・柔道と同じ武道の合気道でございます。本日
は、「合気道」についてご紹介をさせていただき
ます。

よく「合気道とは、どんなことをどう言う風に
やるのですか」「柔道と似たようなものですか」
「空手の一種ですか」と言うようなご質問がござ

います。
昔、作家の富田常雄先生が「姿三四郎」と言う

小説を書かれました。ご存知の万も多いと思われ
ますが。講道館柔道の成立期をモデルにしたもの
だそうです。この「姿三四郎」に出てくる主人公
「姿三四郎」も含めました柔術家の使う「わざ」
…「やわら」が、現在の柔道及び合気道の源流に

なっている訳でございます。
日本には、古来より素手で、相手の暴力を封ず

る「やわら」すなわち柔術と呼ばれる武術があり
ました。戦国時代に小具足とか腰回りとか呼ばれ
江戸時代に「やわら」として完成したものですが
その流派は記録に残るものだけでも179におよぶ
とか申します。
講道館柔道は、嘉納治五郎先生が、明治初年、

東京大学の学生の頃、この柔術すなわち、天神真
よう流柔術と起倒流柔術を学びその他の柔術を参
考にして体系化し、これが発展してきたのが、柔
道となったわけでございます。ただ、「やわら」
には、柔道に使われていない「わざ」がまだまだ
あるわけでございます。この柔道以外のわざを体
系したものが「合気道」であろうかと思います。
いわば柔道の弟分に当たるものと言えます。

「やわら」のわざを大別いたしますと次の2つ
にわけられます。1つは、投技・寝技がありま
す。柏手と接近して、たとえばェリとかソデをつ
かみ足腰を使って相手を倒す「投技」と寝た姿勢
で「わざ」を決める「寝技」があります。これが
現在の柔道であります。

もう一つは当身技・関節技であります。すなわ
ち、相手と離れていて、相手が打ってくる、けっ
てくる、突身してくるような場合に、一瞬相手の

弱点に当て身をくらわせるか、あるいは、関節の
逆をとり倒す当身技・関節技があります。すなわ
ち、柔道の領域から除かれたこの当身技・関節技
を体系化・発展させたものが合気道であります。

（中略）
合気道の効用を若干申し述べますと、まず、第

1にこれは他のスポーツと一緒ですが、身心の鍛

練をはかれることに尽きます。特に、手首・指・
関節・足首・腰等の末端部分を良く使うためこれ
が、内臓に良い結果をもたらすと言われておりま
す。

第2に、護身術として使えると言うことです。
私は一度も使ったことはございませんが。

現在、警察庁で採用しております逮捕術・護身
術は、この合気道を基としてできております。
現代人は社会生活を送るうえでいろいろな危険

にとりまかれていると言えます。ご自身の健康及
び安全術のため合気道をおすすめする次第でござ
います。（後略）

ご静聴ありがとうございました。

第5回クラブ協議会

S57．4．27PM4：30　於湯田川温泉御殿旅館

会長　6月の第6回クラブ協議会は新・旧役員
委員長の会議となるので、今回の第5回クラブ協
議会は今年最後の協議会となりますので充分協議
して下さい。

SAA　佐藤陸男君
例会場のテーブルの位置を変え、委員会ごとにや
りたいと思う。5月15日の例会に取りたての孟宗
汁を出します。毎回の料理をより以上美味しいも
のにしてくれるようェルサソの早坂社長に申し入

れました。
親睦活動委員会　中江亮君

5月に山菜取り親睦会を計画している。会員の病
気入院者へ見舞いを差し上げたい。
会員増強委員会　三井健君

会長が例会で強調している通りである。予算1万
円が残っているので使用方法を考えたい。
会員選考委員会　飯白祐倍君

特別申し上げることはありません。
広報委員会　今野清一君

荘内日報さん、山新さんが台車港区訪鶴、石黒ガ
バナーノミニー事務所開所式、市役所広報板の寄

贈、鮭汁会スナップ等々記事が多く出ました。
ロータリー情報委員会　小松広穂君
2月9日のファイアサイドミーティングは情報

委員会初めての26名の出席がありました。出来れ
ば年度内にもう一度行ってみたいと思います。

会報委員会　菅健君
予算が許せば6月の最終号を特別号に編集して見
たいと思います。
職業奉仕委員会　迎田稔君

優良職業人の表彰を行いたい。ローターアクトク
ラブへ職業のスピーチをお願いしたいと考えてお

ります。

社会奉仕委員会　川村徳男君
市の美化運動にローターアクトクラブと活動した
い。ボランティア運動は市と話し合い中です。

国際青少年計画委員会　小池繁治君
交換学生はジェームス君の後はやっておりませ
ん。又来年度は地区大会の関係上受入れがありま
せんので予算が残ると思いますので積立てにして
おいて頂いたらよいと思います。

米山奨学委員会　石川寿男君
計画通り進行しております。募金の場合募金金額
を前もって申し上げるようにします。
世界社会奉仕委員会　三浦悌三君

WCSの募金は取止めました。又使用済切手を集
めローターアクトにやって頂きたいと思います。
ご協力を。

例　会　メ　モ

○次期地区大会副幹事小池繁治君より、6月に行
われる地区協議会で鶴岡クラブが記録を行う事
になった為、会員若干名の協力をお願いする事
となりますと報告があった。

（今週の担当者　石井敬三）

鶴岡ロータリークラブ創立　昭和34．6．9　　承認　昭和34．6血27　353地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235軸7711
例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後12。30～1．30
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羽　黒　町　政　の　現　況

羽黒町長　勝　木　貞　蔵　氏

会長の新穂さんより戦後の荒廃した時代に私共の中学校の設計羽黒工業高校の設計をお願いして県下の
模範校と言われ、ご恩を受けました関係上、下手を顧りみず参った次第です。

私から申し上げる迄もありませんが、会員の本山さんのお父さんの助役として10年おりました。本山町
長は真に尊敬された方です。本山町長は昨年逝去されましたのでその遺髪をついで私が立候補しました。
無投票で当選しました。昨年8月2日より就任しました。助役は7期勤めました。町長になりましたから
には本山町長の遺髪をついで皆さんの協力をお願いして立派な町作りをしたいと思います。
戦後謂年を過て今一番に困ることは国の財政の赤字、貿易摩擦、不景気です。私共地方自治にあっての

悩みは農村の問題、地方財政の問題、教育の問題の3つです。努力をしても答の出ない問題です。特に農
業問題は現在㌶品目について輸入自由化を迫まられております。昨日の朝集会がもたれ300名位が集まり
輸入自由化反対を決議しました。外堀を埋立てその次に米の問題に入って来ると思います。これに対して
加藤絃一先生を中心に出来るだけ阻止し叉は小巾にする様猛烈に運動して行きます。現在食糧の自給率が
㍊％です。もし米国が輸出を止めたら大変なことになります。昔から土を大事にしない文化は滅ぶと言わ
れます。消費者の万々よりもご理解頂いて自由化阻止にご協力を頂きたいと思います。第2点の地方財政
の問題ですが、これは臨調の関係で国の予算は30年ぶりの49兆6，800億円の緊縮予算です。地方財政では

特に公共事業には大きな打撃があります。又補助金の関係、あるいは財政対策俵の廃止の関係、起債充当
率の軽減、この様な点が大きく響いてきます。又昨年の様に農業生産が低下しますと（昨年は本町で10億
の収入減）そのため税収も思う様に入りません。この様な状況に財政の締めつけで苦しくなり弾力性が失
なわれて行きます。その中でも羽黒町には特別法が有ります。過疎振興特別処置法あるいは豪雪特別処置
法、辺地特別処置法、等が摘要になりましてその内の計画事業ですと継続事業として残ります。これは前
町長の先見性、これを支えた町会議員の皆さんの先見性です。私はこの通産を喰い潰して屠る現況です。

次に羽黒町の予算について申し上げます。色々な財源の工夫をしております。財政調整基金の積立金1
億3，000万円を取崩したり、あるいは起債の充当率の関係について加藤紘一先生にお願いして充当率を引
上げて箕ったりして、工夫をしながら公共事業を全面的に受入れることにしております。大きな事業を申
し上げますとコミュニティーセンター関係2億6，000万円（2年継続事業）、農村総合整備モデル事業1億
8，000万円、改良舗装関係2億2，800万円、これは㌶路線5，413mになります。現在羽黒町で道路の改良率
朗％、舗装率朗％で県道より高くなっております。庄内地方では1～2位です。カントリーパークについ
ては特に加藤紘一先生が建設省の公園課への働きで昨年全国器ヶ所の内の1ヶ所に指定されました。又蝦
夷公園の整備を5ケ年計画で行っております。毎年4，0㈹万円の予算で今年で2年目です。鶴岡市よりお
世話になっております常備消防関係2，8㈹万円、老人福祉関係7，400万円、農道整備に1億400万円、今年
度は前町長が道をつけて頂いたので100％以上の補助が付きました。保育関係の充実（公立幼稚園4ヶ所）
第一小学校のグランド整備又は第二、第三小学校の改築も足踏みの状態です。学校給食費に2，600万円文
過疎基幹農道を今年度から新しく総工費4億2，000万円で着工します。農業構造改善事業に総事業費6億
5，000万円で5ケ年計画で始めます。叉畜産振興公社を設立します。公社は畜産振興と耕地の造成をやり、
一般畑は一般農園の内でやって行きグリンアスパラとか加」二トマト等をやって行きたいと思います。この

様な事業は加藤先生の主催しております社会計画研究会より報告されておりますので、皆さんご存知と思
います。

以上の様な方針で予算を編成し公共事業を受け入れております。何んと言っても一般会計の総額がお億
4，000万円で昨年度は雄億1，100万円ですので27％の減額になります。特別会計を合せても器億3，000万円
昨年度ほお億1，200万円で1．2％の減額です。歳入の主なものは地方交付税が11億3，000万円で44．5％半分
が交付金です。国県支出金が4億3，000万円17．3％、町債が3億5，000万円で14．1％、町税が3億2，000万
円12．7％、其の他11．4％です。歳出の主なものは厚生費と事務費で11億1，000万円43％です。並通建設事
業費は8億5，000万円で33．8％です。11．2％滅となっております。詳しくはお手もとの町公報をご覧下さ
いe



会　長　報　告

04月28日クラブ協議会を湯田川の御殿旅館で開
催しました。終りに近づいたためか皆さんもの
びのびと和気あいあい大変楽しい協議会でし
た。

○病気療養中の風間慶三君、斎藤栄作君にお見舞
を差上げました。風間慶三君には内山喜一君が
斎藤栄作君には私がお持ちしました。大変顔色
もよくお元気でした。皆さんにくれぐれも宜敷
くとのことでした。

○理事会で今月末ダラスの国際会議に行かれる石
黒ガバナーノミニーに10万円の餞別を差上げる
ことにしました。

○斎藤隆君の所属はS．A．Aにお願いします。
○地区のロータリーの友小委員長佐藤信氏よりロ

ータリーの友5月号に253地区に関する記事が

多く出ているので読んで頂きたいと連絡があり
ました。当クラブの磨汁会が出ておるそうで

す。

幹　事　報　告

①例会変更のお知らせ
鶴岡西ロータリークラブ5月14日の例会は孟宗
汁例会のため時間場所変更
場　所　七内旅館（湯田川温泉）PM6時
登録料　5，000円

温海ロータリークラブ5月17日の例会は山菜取
り例会のため時間と場所変更

PM2時　寿崖旅館　登録料5，000円

②前ローターアクト会長高橋茂雄さんより転勤の
挨拶状が参っております。

③福島北ロータリークラブ10周年記念式典のご案
内が来ております。

④5月18日例会は孟宗汁例会を致しますので、
S．A．Aの万は11時40分例会場に参集下さい。

〔理　事　会）

（∋山菜取り例会について
合同例会でなく温海クラブの例会変更

（参5月18日の例会は孟宗汁例会
親睦委員会は11時40分参集

③最終理事会は6月8日（火）PM6時会長宅で
④石黒ガバナーノミニーへ餞別の件

予備費より10万円差上げる
⑤新入会員の斎藤隆君の所属委員会はS．A．A

出席委員会

7年間皆出席　山口篤之助君。
4月125％出席張君、石黒君、三井（徹）君、新穂

君。
4月100％出席49名

ビ　ジ　タ　ー

余目R．C　佐藤孝二郎才†
鶴岡西R．C半田茂弥郡、本間文一君、林権之助君

新会員紹介 斎藤　　隆君

父、斎藤得四郎が逝ってから早い
もので百か日も過ぎました。1月20
日、あの日は大寒の入り、今冬は庄
内地方特有の地吹雪も例年よりは少
なかったのが前日からの今までの分
を一挙に取り戻すかという程の猛吹
雪、全ての交通機関もマヒ状態に陥

るほどの悪天候の中を家族の止めるのも聞き入れ
ず病院に行きそのまま帰らぬ人となってしまっ
た。

常々父が言っていた。83才で亡くなった兄より
はナンボナソデも早くは死んではいらいネーと。

何んにつけても急がない性格の父でしたが、何ん
でこの時ばかりは急いで逝ったのか。
近年はロータリークラブの例会に行くのが生き近年はロータ

甲斐と言う程ロ ータリーを愛していた様です。ズ

ゲズゲと物を言う性質なので会員の中には不快な

想いをした方も多々あったかと思われます。この
紙面をお借りして深くお詫びすると共に生前父に
寄せられたご交誼に感謝申し上げます。

私、この度ご縁がありまして当クラブに入会さ
せて頂くことになりましたが、万分の一でもご恩
返しが出来れば幸いと思います。未熟者ゆえ至ら
ぬ点が多いと思いますがよろしくご指導、ご交誼
の程お願い致します。

昭和10年10月16日生

東京写真大学（現東京工芸大学）卒
斎藤印刷KK代表取締役
家族　妻　美代子さん　　母　備子さん

長男　寿　一さん　　次男　正至さん
三男　充　生さん

趣味　テニス、尺八

親　睦　活　動

会員誕生　阿部与十郎君、板垣広志君、
市川輝雄君、三浦悌三君、迎田稔君、
諸橋政積君、佐藤友吉君。

奥様誕生　石黒常さん、板垣菩美子（俊次）さん、
黒谷貞子さん、上野和子さん、
山ロマサ井さん。

＼　　　　5月（さつき）の暦

（1日　メーデー、省エネルギーの日
ご　2日　八十八夜

！喜呂主ど豊の口、児童福祉週間

＼8日　世界赤十字デー

≒品呂芸完是間
～18日　国際善意デー
ここ　20日　酒田日枝神社山王祭

）25日　天神祭
；ハ′．．、・■ヽ′一・．．・、・日．．′ヽ．・り・J■・‖いヽノー・．．・■■、■・1－◆．′ヽ．．●‘・J■・．．・■ヽ．′1・付

（今週の担当者　菅

鶴岡ロ【タリークラブ創立　昭和34．6．9　　承認　昭和34．6．27　353地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235鮎7711
例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホ←一ル　例会　日　毎遇火滝口　午後12。30～1．30
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山形県政の近況について

今迄は山形県政に於て内陸偏重であるとの会話
等がいろいろなされて来ましたが、最近はやっと

内陸も庄内も調整がなされまして、均等に公共工
事等の施策をモットーにして県政がなされて居り
ます。特に庄内地方に関して代表的な事を若干申
し上げましてご参考に供したいと思います。

最近やっと山形市や表日本の仙台との経済圏に
含まれつつあると申す事が出来るようになりまし
た。と申しますのは、交通網の整備、特に112号

線の開通であります。長さ30．8血、総工費463億
9千万円でございます。

約1た鵡当り15億円余でございます。今問題とな

って屠ります庄内空港と比較いたしますと仮に庄

内空港が250億円から300億円位かかるものと想

定いたしましても約邦の費用で済む訳でありま

す。庄内空港に閑しましては以前にも話がかなり
いい線迄進んだ事も有ったのでありますが、昭和

45年頃に一時ストップしたのですが最近特に経済

的にもきびしい時代を迎え、高速交通網の整備を

行い産業の刺激と流通活動を旺盛にして、地域の
発展を計らなければならないという狙いでありま

す。空港予定地は19の候補地の中から4個所にし
ぼり最終的に鶴岡北の場所に去る5月1日に決定
いたしましたので、県に於てもこれから気象状件

の調査、土地買収、そして工事の着工というほこ

びとなります。

現地の地権者の農民の方々といろいろお話しを

いたしましたが、彼等は空港の重要性については

充分理解出来るが、土地を生活の基盤としている
ので子孫の為にも何んとか充分な配慮をお願いし

たいとの話でございましたので、庄内地区14市町

村に於て代替地を斡旋する為の公社等を作り、地

権者の方々が積極的に土地の心配なく空港建設に
ご協力いただけるようにすべきだとの態勢になっ

て参りました。

大体自然にまかせても10年位で完成するのでは

ないかと考えられますが、なるべく早く完成する

山形県議会議員　渡　部　　初　氏

ように努力して参りたいと考えて居ります。

庄内空港の実現を計る事に依り、産業・観光両
面からの振興を計り、現在の県民所得が全国で下
から5～6番目という状態を、全国平均に近づけ

る努力をする事がこれからの県政に課せられた大

きな目標だと考えて居ります。

次に横断自動車道についてですが、少くとも昭
和67年の国体迄には東北自動車道から主会場の山
形迄はつなげるようにして、引続き庄内方面にも

伸ばしていけるように努力していきたいと考えて

居ります。

月山ダムですが、建設省直轄で多目的ダムとし
て着工致しましたが、昭和56年度が新規採択であ

りますからなるべく早く完成出来るように努力し

たいと思います。ダムの容量は約6，500万トンの

貯水量ですが、寒河江ダムが1億トンでございま
すので約65％の容量でございまして堰堤の高さは

寒河江ダムがロックヒル方式で115mの高さです

が、月山ダムはコンクリート方式にて125mの高

さとなって居り、寒河江ダムより10m高くなる予

定でございます。

現在の赤川の流水断面は毎秒2，500トンであり
ますが、毎秒3，000トン位迄処理出来るように改

修しながら月山ダムの完成と併せて集中豪雨に依
る洪水から守っていきたいと考えて居ります。

次に教育問題ですが、県立高校の整備の件は昭

和54年から昭和58年迄の5ケ年計画で約200億円

の予算で順次整備致して居りまして、現在も鶴岡

南校も整備中ですが、鶴岡工業や鶴岡家政高校も

整備されて居ります。鶴岡北校に関しましては、

教職員の方々やPTAの方々等に於て新校舎の土

地の問題が色々とうわさになり遅れて居りますが

県の方針としましては、現在の土地に建てるのが

最も適当であるとの見解であります。現在の生徒

達の意見も現在地に建てた方が良いとの意見が大

多数であるとの事だそうです。

県の公共工事に於て、現会員の佐藤工務店さん



を初めとして色々とお世話になって居りますが、

黄金～道形線に跨線橋を作る予定になって居り、
予算的には今迄1個所跨線橋を作りますと約15億
円位かかって居るようですが、これが完成いたし

ますと、中央工業団地への通り抜けがスムーズに

なりバイパス的な働きをいたしますので駅前通り

の混雑の緩和に役立つものと考えられます。

今後も加藤紘一代議士をトップに、同志の市議

会議員や県議会議員や鶴岡市長の斎藤第六市長と
も協力しながら鶴岡市民を初め、山形県民の為に
全力投球で皆様方の期待に答えられますように頑

張って参りたいと考えて居りますので、今後共よ
ろしくお願い致します。どうも有難うございまし

た。

呂　巳　嗣　冒

◎R．1会長ノミニーの選挙について

R．Ⅰ会長選考委員会から指名されましたウイ
リアム．E．スケルトン氏と、クリントンロータ

リー・クラブより推選のハリ．F．フィニッス・

ジュニア氏の2名の名前が上がって居りまし

て石黒ノミニーが出席予定のダラスに於て決定

される訳でありますが、会長候補者が復数にな
ったのは1953年のパリ大会以来で、29年振りの

事だそうです。両氏共に地区ガバナーやR・Ⅰ
の役員等を経験している方だそうで、どういう

ふうに結着がなされるのか大変興味が持たれま

す。
ザ・ロータリアン誌に掲載されましたが、ま

ったく同等のスペースで取扱われておりますの

はさすがにロータリー・クラブだと思いまし

た。それから会長選挙に於て選挙運動した人の

方がしない人よりもロータリーに対して関心が

有るというのは間違いであるとも書かれていま

すが、R．Ⅰ理事の選出に関しては選挙運動を

禁ずる規定は有ってもR．Ⅰ会長の選挙運動を
禁止規定は含まれて居りませんという事です。

○庄内病院に入院中の早坂源四郎会員にお見舞に

行って参りましたが、大分お元気になられまし
て付添いの方と喧嘩が出来る程の回復でござい

ました。

○石黒慶之助ガバナーノミニーにガバナー研修の

為のご餞別10万円をクラブより贈る。

石黒慶之助ガバナーノミニーより謝辞

5月21日より鶴岡を出発し、サンフランシスコ

シカゴ、ニューヨーク、ワシントンを経てボカラ

ートンに入ります。ボカラートンに入った時から

ガバナーイレクトとして9日間の研修を受けた後

にダラスの国際大会に出席して参ります○

会員の皆様方には日頃から物心両面にわたりご

協力をいただき心から感謝申し上げます。このた
びはご餞別迄ご心配いただき重ねてお礼申し上げ
ます。帰って参ります時はガバナーイレクトとし

て元気に帰って参りますのでよろしくお願い致し

ます。どうも有難うございました。

幹　事　報　告

〇第253地区R．Y．LA実行委員会より礼状が参
って居ります。

○会報到着藤沢ロータリー・クラブ、東京ロータ

リー・クラブ

委員会報告

会長イレクト　中江　亮君

次年度の各委員長さんは5月25日迄活動計画書
を作成し、事務局の山下さん迄必ずご提出願いま

（＿＿ス　マイ＿＿旦〕

佐藤友吉君

本日のゲストスピーカーの渡部初県議よりスピ
ーチの中で仕事を通していろいろ誉めていただい

たので。

色タ‾二⊃
（鶴岡西R．C）菅原利雄君、石寺龍象君、三浦正

志君、菅原幸雄君

◎庄内分区代理主催による新旧会長・幹事会

5月14日　P．M4：30より湯の浜亀屋ホテルに

於て。
出席者　新穂会長、中江会長イレクト、佐藤

副幹事。
4：30より6：00迄研修会を行い、6：30より懇親会

を行い大いに親睦を深めたようです。

◎今後の当クラブ関連のスケジュール

5月18日　例会新穂会長による孟宗汁会
5月21日　石黒ノミニー鶴岡出発

5月29日　Ⅰ．C．M反省会

6月1日　クラブ協議会（新旧委員長による）

6月8日　理事会　P．M6：00新前

6月19・20日

地区協議会　天童

6月22日　例会地区協議会報告（中江イレクト

他）
6月29日　会長・幹事最終挨拶

鶴岡ロ【タリークラブ創立　昭和34．6．9　　承認　昭和34．6．27　353地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235出7711
例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホトール　例会　日　毎遇火曜日　午後12．30～1．30
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零戦と　教育の原点

※はじめに

1．私は、時々空を飛ぶ夢を見る。

非常に調子のよい時、電柱、

杉の木の高さですが。

そんなこともあり、庄内空港候補地の決定

を喜ぶ一人。

※零戦メモ

2．さて第2次世界大戦の名機「零戟」は、現在

16枚が世界各地に保存・展示。

◎日本には3機現存する。

①上野国立科学博物館、②浜松航空自衛隊

③京都嵐山美術館。

この全てに会ってきた。

（尋校長室に1機ホワイトグレー色の21型のプラ

モデルあり。

昭和53年11月に仙台に飛んできた幻の零戦

に驚喜乱舞もしました。零戦本物の飛行はこ

れが初めて．（／（アメリカの若い操縦士だった）

※零戦と江田島

3．私と客戦とのJl－i会い（写真でのお見合い）は

中学2年の時、「航空朝日」の巻頭を飾った

2機の低翼単葉のスマートな寄戦は私の胸を

ピシッと貫いたものでした。カッコイイ〝

太平洋戦争激化、私は海軍兵学校へ向かい

ました。零式艦上戦斗機は海軍の飛行機だっ

たし、これに乗ってお国の為にと……

江田島での生活は一年足らずでしたが、私

山形県立鶴岡家政高等学校

校　長　御　橋　義　諦　氏

年代です。

※江田島での教育

4．ここで受けた教育は、「これぞ教育」の名に

値するものでした。

東北の田舎出の私には『スマートで目先が

利いて凡帳面、負けじ魂、これぞ船乗り』は

素晴らしい魅力だった。

上級生が率先垂範しての日常の訓練には、

同期の桜が一丸となって歯をくいしぼってつ

いて行くのみでした。（俺達についてこい－

やればできるのだ一何をモクモクするか）

起床動作41日。

そして目標達成した時『よーし』と言う覚

め言葉のゾクゾクするような味は今でも忘れ

られない。今考えても20才前の上級生とは見

えない。

※山本五十大元師のことば

5．海軍の大先輩、山本五十六元師は部下の指導

の座右の銘として、次のように言う。

『して見せて、言って教えて、やらせて見

て革めてやらねは人は動かじ』と・…‥

これは即、私の座右の銘でもあります。人

を動かす、喜んで働いてもらう要諦はこれと

思います。

人間の耐性が身につく最初は母乳を吸うこ

とから始まる……この機会を失ってる子供が

多い。

の青春の燃焼は頂点に達しました。　　　　　　※高校生に「感動」の体験を・…・・

当時の事を思い出すと、すぐに17才の青春　　6．現代の高校生は、一見大層自由そうに見える

に立ち返りますU……現在の高校2～3年の　　　　　がなかなかどうして、自由すぎて迷っている



場合が多いと思う。

自分の適性に気づき、目的を持ち動機づけ

をして教育を受けて欲しい。そしてぜひ、

「感動の体験」を一人一人がして欲しい。

私達、教育に携わる者の努力しているとこ

ろです。

※女子高と零戦
7．女子高に勤務する私にとって、男気がなくな

れば、その役目は果せないと思っています。

婦人科の苦手な私を、励まし、気合いをか

けてくれるのは、この零戦につながる私の青

春時代の若い血であります。

零戦万才。（料裁健母のこと）

（会長報告）

○石黒ガバナーノミニト、渡米に際し旅行中身体

に充分注意され、ご活躍と楽しい旅をしてお元

気にお帰り下さい。
′○今日の昼食、孟宗汁の味は如何でしたか。

・○インターシティ・ミーティングの開催について

5月29日（土）山王プラザにて実施する。多く

の方のご出席を乞う。

○本年度、次年度合同クラブ協議会開催について

委員長欠席のときは必ず代理出席をお願いしま

す。新しい会員の出席を歓迎します。

6月1日16時～昭和町「住よし」会費3，500円

ぐ幹事報告）

（⊃例会場変更

立川R．C　5月20日を5月23日（日）18：00～

湯田川温泉たみや旅館にて　登録料10，000円

○旧会員、安藤定助氏より伝言

鹿児島R．Cから頂いた「ツツジ」市役所前に

移植しました。1本も枯れずに花が咲きま　し

た。最非見て頂きたい。

ビ　ジ　タ　ー

鶴岡西R．C佐藤成生君、井上彬君、野口弥君、

桜井晋君

自　己　暗　示

三浦悌三者

現在会社等の責任のある立場にあ
る方は、それぞれ座右の銘や信条を

持って盾られると思います。或る一
して定着するまでつの言葉が、座右の銘や信条と

には、何等かの“きっかけ”があったと思います。

私の場合tt自分に負けるな”を信条としていま

すが、この短い言葉が信条として定着したのは約
20年程前で、当時現場主任で出張していた時の仕

事が順調に行かず、悩んで居た時に、ふと目に入
った書籍の題名（新聞広告）でした○

それ以来、人に勝つことよりも、自分自身に勝
っことを考え、特に落ち込んだ時には、この言葉

で自己暗示を掛けてなんとか現在まで生きのびて

来た次第です。

情報委員会 小松広穂君

○地区協議会開催について

6月19日～6月20日天童市にて　当クラブ「記

録」を担当する。

必出席者
会長部会　上野三郎君、幹事部会　市肛輝雄君
クラブ奉仕部会　佐藤　忠君

社会奉仕部会　石井敬三君
職業奉仕部会　三浦悌三君
国際奉仕部会　内山喜一君
ロータリー財団部会　迎田　稔君

会員増強部会　三井賢二君

要領について小池会員より連絡する。

○石黒ガバナーノミニー渡米日程について

5月21日　鶴岡駅「天の川」にて出発

5月22日　成田空港発

5月28日～6月4日　国際協議会出席

6月5日～6月9日　ダラスにて国際大会出席

6月13日　鶴岡着の予定です。お元気にて〝

（＿親睦活動委員筆〕

○山菜採り親睦家族会開催ご案内

本年度最終の企画です。会員と家族の多くのご

出席をお願いします。

日時　6月6日（日）午前9時産業会館出発

場所落合ホテル、荒沢ダム16時鶴岡着予定。

6月2日まで出欠を。

（今週の担当者　早坂重雄）

鶴岡ロータリークラブ創立　昭和34．6凸9　承認　昭和34．6．27　353地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235軸7711
例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会冒　毎週火曜日　午後12．30～1，30
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（会長車二二重つ
去る5月23日に山形南R．ClO周年記念式典に

出席して参りましたので、ご報告致します。
山形南R．Cは会員数が68名で若い会員が多く

10周年記念事業として、当クラブよりは大分りっ

はな事業をやっておりました。内容は山形市立図

書館前にりっはな方位盤を設置した他に姉妹クラ

ブのフィリピンのカガヤソデオールから男子2名

女子4名の学生と大人のロータリアン2名分を呼

ぶ費用を全額クラブより出しまして、同じ地区へ

救援物資としてミシン11台を含む総量10数tonに

なる物を贈ったそうです。

式典その、も、のは点鐘に始まり以下同じ様な方式

なのですが、当クラブとの違いは前日守こ真面目に

リハーサル等をやって本番を迎えた事です。大変

感心して参りました。

式典の途中においてフィリッピソからのお客様

の通訳として当クラブの藤川幹事が山形南R．C

より頼まれまして社会奉仕を行なって参りました。

私もその方といろいろお話しをして参りまして大

変有意義でございました。

それから浜田バスト・ガバナーより声をかけら

れ、石黒ガバナー・ノミニーは無事に出発されま

したかと尋ねられたので、元気に22日出発しまし

た、とお答え申し上げておきました。山形南R．C

は山形の5つのライオンズクラブの方々を招待し

それらの方々とも非常に仲良くしている様子でし

た。

インターアクトクラブ庄内地区合同研修会が5

月30日産業会館5Fホールに於て開催されますの

でご都合のつく方は是非ご出席お願い致します。

その研修会で私が挨拶する予定でございます。

最後に山形南R．Cのゴルフ大会より帽子を頂

戴して参りましたので皆さんに差し上げますので

必要な方は手を挙げて持っていって下さい。

全部処分出来まして大変有難うございました。

幹　事　報　告

01981年～1982年ロータリー財団から3800％の証

書が参っております。

○会報到着　鶴岡西ロトクリークラブ

〇第271地区年次大会の仮登録の案内が参ってお

ります。ご希望の方は事務局迄連絡下さい。

委員会報告

（9ロータリー財団　　嶺岸光吉君

本日は鶴岡のお祭りでもございますので1ド

ル以上のご寄付をお願いします。先程新穂会長

よりゴルフの帽子を戴いた方は特に宜敷くお膜

いします。

（訃親睦活動委員会　　佐藤　衛君

6月6日に朝日村に於て親睦委員会最後の事

業として山菜採り家族会を行ないますので最非

ご家族共々多数のご参加をお願い致します。

長井ロータリークラブ

創立20周年記念式典出席報告

佐藤元伸君

日　時　昭和57年5月22日（土）AMll：00

会　場　長井市　は　ぎ苑

長井ロータリークラブ

創立　昭和37年6月25日

承認　昭和37年10月19日

認証状伝達式　昭和38年5月24日

スポンサークラブ　山形ロータリークラブ

米沢ロータリークラブ

特別代表　長谷川吉三郎先生

創立時会員数　29名

割立10周年記念式典　昭和47年6月11日



記念式典次第

1．点　　　鐘　　　　クラブ会長　斎藤貞市郎
2．開式のことば　　実行副委員長　竹田清五郎
3．国歌斉唱　　ソングリーダー　堺　　三郎

4．ロータリーソング「奉仕の理想」

ソングリーダー　堺　　三郎

5．特別代表　故長谷川吉三郎殿
及び物故会員への黙蒔

6．来室並びビジタ【紹介
クラブ会長　斎藤貞市郎

7．あいさつ　　　　実行委員長　横山董一

8．式　　　辞　　　クラブ会長　斎藤貞市郎
9．感謝状並びに表彰状贈呈

感　謝　状

1．スポンサークラブ　山形ロータリークラブ

2．スポンサークラブ　米沢ロータリークラブ

3．事　　務　　局　　山形銀行長井支店

4．例　　会　　場　　合資会社中央会館

表　彰　状

1．チャーターメンバー（14名）

10．記念事業報告　　　実行委員長　横山董一
1．市立図書館への図書贈呈

2．記念誌の発刊
11．長井市立図書館への目録贈呈　クラブ会長

市立図書館長謝辞
12．来賓祝辞第253地区ガバナー　作田正治

創立時地区ガバナー　佐藤武夫
スボン蒜芸言語霊菊地幸雄

葉栗芳書謂霊渡部喜代次
長井市長　斎藤伊太郎

13．祝電披露　　　　　　　　　クラブ幹事

14．来賓への記念品贈呈　　　　　クラブ会長

15．ロータリーソング「我等の生業」

16．閉式のことば　　　　　　　　実行副委員長

17．点　　鐘　　　　　　　　　クラブ会長

諸事お知らせ　　　　　　　　クラブ幹事

祝賀パーティー次第　　　12：30

司会者　芳賀忠一

1．開宴のことば
クラブ会長イレクト　斎藤良助

2．ロータリーソング「それでこそロー一夕リー」

ソングリーダー　堺　　三郎

3．来賓スピーチ　バストガバナー　穴沢義一

4．乾　　盃　／ミストガバナー　浜田耕一

5．懇親パーティー

6．ロータリーソング「手に手つないで」

ソングリーダー　堺　　三郎

7．万歳三唱　　　置賜分区代理　石黒青巨一郎
名．閉宴のことば　クラブ副会長　加藤孫次

来賓　ご芳名 （順不同）

第253地区ガバナー

作　田　正　治　殿

創立時地区ガバナー

佐　藤　武　夫　殿

仝　　夫　　人

佐　藤　キ　ミ　殿

第253地区バストガバナー

穴　沢　義　一　殿

第253地区バストガバナー

浜　田　耕　一　殿

第253地区ガバナーノミニー

田　中　善　六　殿

第253地区置賜分区代理

石　黒　龍一郎殿
第253地区中央分区代理

吉　田　長三郎殿
スポンサークラブ

山形ロークリ【クラブ会長

菊　地　幸　雄　殿
スポンサークラブ

米沢ロータリークラブ会長

渡　部　喜代次殿
長　井　市　長

斎　藤　伊太郎殿
長井商工会議所副会頭

鈴　木　小兵衛殴
長井市立図書館長

守　谷　兎善雄殿
長井ライオンズクラブ会長

中　井　茂　雄　殿

長井青年会議所理事長
深　沢　勝　洋　殴

米沢西ロータリークラブ会長イレクト

大　沼　倫　彦　殴

南陽ロータリークラブ会長

斎　藤　栄一郎殿
高畠ロータリークラブ会長

後　藤　康太郎殿
白鷹ロークリークラブ会長

今　吉　太　郎　殿

小国ロータリークラブ会長

伊　藤　寿　基　殿

記者クラブ幹事朝日新聞
望　月　敏　郎　殿

元　会　員　　　　4名

鶴　岡　2名

朝　日　1名

米　沢　3名
高　畠　2名

表　　　彰　　　者

14　名

式　典　参　加　者

寒河江　1名　　山　形
白　鷹10名　　小　国

米沢西　2名　　南　陽
長　井　会員及び夫人

（今週の担当者　佐藤元伸）

鶴岡ロータリークラブ創立　昭和34。6．9　承認　昭和34－6．27　353地区

事務局　鶴岡市塙場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235・2遜7711

例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会日　毎週火曜日　午後12；つへへ

名
名
名
名

4
1
0
1
0
6
9
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金臭新穂光一郎　幹事藤川享胤　計会長・クラブ奉仕内山喜一　職業奉仕迎田　稔　社会奉仕川村徳男　国際奉仕 横田庄司　青少年奉仕

出席報告：会員69名　出席61名　出席率的．41％　前回出席率84．鵬％　修正出席64名　確定出席率92．75％

1982～1983年度

国際ロータリー会長

向　笠　広　次　氏

（大分県・中津R．C出身）

親愛なる同僚ロータリアン諸君：

人類はひとつの大きな家族－すべて

の人間、すべての国民を含むひとつ

の大きな家族です。全家族の平和と

幸福がなければ、個人の平和と幸福

はあり得ません。

世界の平和と幸福は全人類の共通の

願いである筈です。しかし、不信と

靖疑が障害となって、人々が他の人

々と分かち合い助け合うことを妨げ

ています。人々が人類はひとつであ

ることを認識する時、親睦、友情、

寛容の心が生まれ、この障害に打ち

勝つ力となるでしょう。

従って、ロータリーを通じて世界中

に友情の橋をかけようではありませ

んか。そうすることによって不信と

清疑ほ取り除かれ、障害は克服され

そして世界の平和と人々の幸福が実

現するでしょう。

次年度国際ロータリーターゲット決まる

くく人類はひとつ世界中に友情の橋をかけよう’’

MANKINDIS ONE－

BuildBridgesofFriendshipThroughouttheworld

人饗頁はひとつ

友情の橋をかけよう

・あなたのクラブにおいて一其の友情と友好的な行動の基礎とし

て知り合いと親睦を深めることによって。

・クラブの会合に出席することによって。

・新会員を導入することによって。

・クラブの計画と活動に加わることによって。

・あなたのクラブの同僚達と意見や関心を分かち合うことによっ

て。

・あなたの職場においてロータリーの職業奉仕の理想を言行に示

すことによって。

・あらゆる有用な職業に対する尊敬の念を植えつけることによっ

て。

・若人達に職業に関する情報を与え職業決定の指導をすることに

よって。

・あなたの地域社会において一地域社会の人々と思いやりの精神

を分かち合うことによって。

・他人というのはまだ会ったことのない友人であることを認識す

内ることによって。

・地域社会の中にあるへだたりを取り除くことによって

・老人、障害者、不幸な人々を助けるよう献身することによっ

て〇

・インターアクト、ローターアクト及びRYLAを通じ青少年と

共に奉仕することによって。
・世界中に国際理解、善意と平和が真に起こり得るものであるこ

とを示すことによって。
・他人が友人となるのを助け、対立する者が仲間同志になるのを

うながす諸計画、即ちロータリー財団、3－H計画、世界社会奉

仕、組み合わせ地区及びクラブ・プログラム、青少年交換、姉

妹クラブ或は姉妹都市、国際共同委員会及びその他の計画を推
進し向上させることによって。



会長スピーチ

（⊃5月30日、庄内地区インターアクトクラブ合同

研修会が産業会館5階で行なわれました。秋野
君の話によると鶴岡Ⅰ．Cはあまり活動してな

く、期末になって何とか形をつけるために行な

われた感がありました。先月、福島でⅠ．Cの
リーダー養成研習会が行なわれ鶴高専・鶴工業
の会員が何人か出席し、それが契機で行なわれ

たようでした。

そもそもⅠ．CはR．Cの指導で行なわれるべ

きでなく、独自の活動が好ましいと考えて居り
ます。私はゲストとして約40分程講演して参り

ました。クラブからは中江君、内山君、菅原君

佐藤順治君、藤川君、秋野君が出席しました。
Ⅰ．Cの活動というのは公園、海浜、等の清掃、

児童ホーム・老人ホームの慰問、その他子供と
一緒に遊んでやる等です。これまであまり活動

してなかったのですが、この会合が機会で何か

始まる気配でありました。ちょっとした問題点
は、R．Cと関係ありながらR．C会員との接触

の機会が大変少ないという事で、ソフトボール

大会等R．C会員とやれたら等の希望が出て居
りました。

○次年度のターゲットが決まりました。後で中江

さんから説明があります。

委員会報告 中　江　君

○来たる6日（日曜）山菜とりを行なう企画、人

数が大変少なく22名です。費用は1，500円とい

う事で大変安いのですが素晴らしい計画ですの
で、これからでも奮って参加をお願いします。

○石黒ノミニーから絵葉書が来て居りますので読
みます
ttI．C．Mでの皆さんの絶大な激励に感激し、

22日。午後6時過ぎ日本を離れ、日付変更線を

通過し同日午前10時にサンフランシスコに着き

ました。まだ時差ぼけ気味です。23日はシカゴ

に参りエパンストのR．Ⅰ本部を訪ねたいと思

います。28日は国際協議会のハードスケジュー

ルを前に目下旅情を楽しんで居ります。会員の

皆さん、次年度の活動を前にしばしご自愛を祈
ります。まずはお礼努々　敬具”という事です。

○ターゲットに就いては、先程地区の方より貰っ

たばかりで内容を読んで屠りません。要は世界
はひとつ、世界中の人は皆家族だという事にな

るようです。くわしくは会報に載せますので読

んで下さい。

地区協議会の記辞についてお願い
小　池　君

直接関係ない方も居られますので申し訳ないの

ですが、本来ならば私共のクラブからノミニーを

出して居りますので、私共がここ鶴岡で責任を持

って全て運営するべきなのですが、たまたまホス
トクラブを天童になってもらった関係上、私共の

クラブで記録を担当するという事になった訳でご

ざいます。

会長・幹事会を含め20日に8つの分科会が持た
れます。大変一方的で申し訳ありませんが前例会
で小松さんからお願い申し上げた方々に記録をと

って戴きたいのです。
20日10時30分～12時、12時40分～14時10分まで

午前の部・午後の部の2回、それぞれ1時間半テ
ープにとって戴きます。もっと具体的には尚会合

を持ちます。

庄内地区インターアクト合同研習会

秋野　忠君

30日、鶴岡産業会館で第2回（1回目は3～4

年前）の研習会が鶴岡高専がホストで開かれまし
た。これは今年度Ⅰ．C委員会としての事業計画
にもない事で、全て生徒が準備を行なったもので

す。私Ⅰ．C委員長として何も判らず、低迷を続
けて居りましたので渡りに舟と参加した次第で

す。

研習会のテーマとしては、インターアクトの意

義と認識を含めるという事でして、出席メンバー

は鶴岡工業、鶴岡高専、鶴岡西、温海高、酒田天

真高の44名でした。各学校の顧問教師も出席しま
したが、全て生徒の手によって運営され、考えた

以上に素晴らしい会合になったと思いました。

初めに新穂会長より、ロータリークラブとイン

ターアクトクラブの関わりというテーマで約1時

間基調講演があり、その講演を基に、午後より5
つの分科会（各7～8名位）が持たれ討論がなさ

れました。

内容はその内報告しますが、ダラシない代名詞
みたいに云われる高校生ですが、実に真面目で真

剣であり、テ【マを離れtt世界平和”とか、ttイン

タ【アクターとしての世界への貢献はどうあるべ

きか”等、高度な討論がされた事でした。
インターアクトとロータリアンの接触を深める

ため球技大会等どうか等の話しもありました。

次回のホスト校は天真高校で10月頃開かれるよ

うです。

F‾ジタ‾‾⊃
（鶴岡西R．C）加藤有倫君、鈴木昭吾君、半田

茂弥君、佐藤成生君、瀬尾助三
郎君、阿部光男君、長野正彦君
本間文一君

（今週の担当者　石井敬三）

鶴岡ローータリークラブ創立　昭和34．6．9　承認　昭和34．6．27　353地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235如7711

例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会口　毎週火曜日　午後12．30～1．30
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全長新穂光一郎幹事藤川享胤副会長一クラブ奉仕内山喜一職業奉仕迎田　稔社会奉仕川村徳男国際奉仕横田庄司青少年奉仕佐藤順治

71名　出席55名出庶報告：会員 出席率77．46％　前回出席率鎚．41％　倦正出席63名　確竜出席率91・30％

〔至二二奉＿厘二二衰⊃
○渡米中の石黒ガノミナーノミニーよりハガキが参

りました。元気で遣っている皆さんに宜敷くと
の事でした。次会の例会にはアメリカのお話を

聞かれると思います。今頃は石黒さんはガバナ
ーイレクトになっておられると思います。

○今日は当クラブの創立記念日（本当は6月9日）
ですので合同食品さんと木村さんにお蔽いして

お菓子を配布しました。お家にお帰りの上お食
べ下さい。

○西クラブの皆さんより当クラブの創立記念日に

多額のスマイルを頂きました。西クラブの皆さ

ん本当に有難うございました。

＜会長瓦版＞

○ロッキード裁判の判決が今目出ました。検察も

良くやったと思いました。灰色高官の名前が判

決文に出たことは素晴しい事だと思います。二
階堂幹事長の談話がありましたが歯切れの悪い
話し方でした。私が面白いと思ったことは30ユ
ニットの配布先について田中元首相に1，000万

円、二階堂さんが500万円、橋本登美三郎きん

が500万円、加藤六月さんが200万円、佐藤孝行

さんが200万円を見ますと、人間の重さで比例

配分するのかなあとの感じを受けました。田中
さんは大物だなあと感じました。佐藤孝行さん
の後援会長の話を聞いておりますと、あれだけ

の判決が出ましてもまだ俺の先生は勝つと思っ

ておりました。その選良もどうかと思いまし

た。又橋本登美三郎さんが又出馬すると聞いて

吃驚しました。又佐藤孝行さんは変身の早い人
だそうです。我々としては金額の多少に拘らず

面白くない事件です。

○国外ではイスラちルとレバノン（PLO）が戦

争拡大中です。サミットの終わる前に始めたこ
とはサミ　ットで英国支持を表明したのを見てイ
スラエルはレバノンに攻撃を掛けても米国はイ

スラエルを押えることが出来ないと見てタイミ

ングを計って勃発した戦争ではないかと言われ

て居ります。平和という言葉の重みをしみじみ

考えさせられる事件です。

幹　事　朝　雲

○会報到着
鹿児島西ロータリークラブ

Opトータリー研究集会のお知らせ

日　時　6月12日、13日

場　所　天童温泉・紀の川ホテル
講　師　中央大学教授　小堀憲助先生

○今年度の活動報告書を盟日まで山下さんまで提
出して下さい。

C要員会妄良‾車⊃
（9青少年委員会　佐藤順治君

去る6月4日（金）の事であります。七窪慈丘

園の先生7名、生徒10名、計17名が午前中鶴岡市

役所を見学し、12時頃本町中国飯店で昼食を摂る
との事で、ロータリーとしては昼食を予定量より

水増しして、その分をサービス、更に帰りには1

人当り300円の菓子を持たせて帰ってもらいまし

た。その時、食事を共にした会員は菅原さん、秋

野さん、川村さんと私の4人でした。勿論中江さ
んは料理の方で張り切ってサービスをしてくれま

した。

㊥出席委員会
〇年間皆出席

13年皆出席

11年皆出席

11年皆出席

8年皆出席
6年皆出席
4年皆出席
1年皆出席

5月150％出席

富樫良古君

手塚林治君

市川輝雄君
佐藤順治君

飯自祐倍君
丹下誠四郎君
内山喜一君

庄司嘉男君
1名　新穂君

ふ月125％出席　2名　中江君、佐藤（衛）君

5月100％出席　53名

◎親睦委員会　中江　亮君
会員誕生
張紹淵君、石黒慶之助君、池田弘君
松田貞夫君、小野寺清君、高橋良士君

奥様誕生
斎藤美代子さん（隆）、渡部てい子さん



新　入　会

鈴木茂　男君

住所　神明町7－27

生年月日　昭和17年3月29日生

40才

学校卒業後、家業に従事、結婚と同時に分家独

立、現住所で石材加工業を営む。

妻　勝さん

長女　清美さん　中2年生

次女　ゆりさん　小5年生

趣味　釣り、音楽、茶道

6月8日、会議所3階の会場に入った瞬間、ど

っきり、まわりを見れば、皆様りっぱな方々ばか

り。私みたいな者が仲間に入れていただき感謝の

気拝でいっぱいです。これからは諸先輩の皆々様

と共に一生懸命がんばりたいと思いますのでよろ

しくご指導下さいますようお願い申し上げます。

員　紹　介

染野　　櫨君

住所　青柳町官舎
福岡県出身　62才

昭和19年　一東京工大金属工学科卒業
同大学工学部助手

昭和35年　工学博士
昭和41年　東京工大教授
昭和52年　同大学付属工業高校長
昭和55年　長岡技術大学教授
昭和55年　東京工大名誉教授
妻恵美子さん　1男2女の子供さん
趣味　硬式テニス、写真、スキー、ゴルフ
この4月から鶴岡高専に赴任して参りました。

生れが九州、30数年間東京勤務の後、2年間、長
岡技術科学大学に居ましたが、鶴岡の方は知人と
いえば斎藤信義先生く“らいのもので、どなたも存
じあげません。青少年の技術者教育に身をおく一
人として、地域の有力な方々とお知り合いになれ
ればと思っています。新聞を見てみますと、日本
の先端技術は世界を風靡しているような錯覚にお
そわれます。最近の技術革新のはげしい中での技
術者教育といっても高専は15～20才の青少年を対
象としています。技術者であることは当然として
立派な人間を育てたいと念願しています。いろい
ろとご教示願えればと思っています。今後ともよ
ろしくお願い致します。

1982～83地区協芸義金　記録誌作成の為の一覧表

㊥分科会場での会議内容をテープに記録、後日文章にしていただきます。
㊥質疑応答がありますが、その際は質問者のクラブ名、氏名、応答者の氏名の記録、特にお願いします0
㊥テープレコーダーは各自準備して下さい。テープ・電池の代価はお支払い致します。
④電源の関係もあり、テープレコーダーは電池で作動するものを用意下さい。
㊥記録の時間はAMlO‥30～12：00までとPM12‥40～14‥10までの計3時間です0

㊥各部会出席会員で6月末日までに文章にして下さい。
④記録担当会員の昼食はそれぞれの会場に準備しております。出席会員と同じにとって下さい。

ホストクラブ（天童）の記録担当者は水戸部俊男さんです。

（二をプ＿＿イ亘〕

吉野勲君　上野三郎君
クラブ創立記念日のお祝いにお菓子を買って

頂いて
佐藤友吉君

○ポール・ハリス・フェローのメタル授与

○一般国道345号線道路改良（ヒソネル）工事

落札
○鶴岡南高校管理棟及び産振施設、校舎改築

（建築）工事落札
早坂源四郎君　病気快復退院しましたので。

ビ　ジ　タ　ー

鶴岡西R．C鈴木昭吾君、半田茂弥君、菅原松雄君
温海R．C　本間儀左工門君

鶴岡ロータリークラブ創立　昭和34．6．9　承認　昭和34．6．27　353地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235軸7711
例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会日　毎遇火曜日　午後12。30～1。30



253地区上岡ロータリーンラフ．一二1161河でj会会報1982（昭57．6．15）・更1－　時　．t三・日21・＿

⊂上∵ヲリーを通じ

瞥‾罪‾埋頭撃≡聖三軍

1∵十二工賃：しこしさけ二・EFくSTA卜忙i卜！G　ふF三AC・三丁ト：Rl〇・UGHlミOTAR、－′

会長新穂光一郎幹事藤川享胤副会長・クラブ奉仕内山喜一職業奉仕迎田　稔社会奉仕川村徳男　国際奉仕横田庄司　青少年奉仕佐藤順治

出席報告：会員71名　出席54名　出席率76．06％　前回出席率77・46％　修正出庶67名　確定出席率

フロリダ州ボガラトンの国際協議会

並びにテキサス州ダラスでの

国際ロータリー年次大会に参加して
Boca Raton．全GN403名車　2名欠、一総出席数1，130名

ダラス大会　　14，015名　参加96ヶ国

○お蔭様で22日間の海外旅行を無事に終えて帰国
いたしました。

○日本のガバナーノミニーは今年度26名となり、
年齢的には56～745才。

OBoca Rtonの勉強内容は非常に盛沢山で7時半
朝食9時～12時、午後2時～6時夕食をはさみ
パ【ティー、或は夕食後のミーティングなどハ
ードスケジュール。休養の時間が少ない。内容

については折に触れ、或は地区協議会にてお話
しいたします。

○今日はBocaRtonはどんなところであったか申
し上げてみたい。

☆Boca Ratonとフロリダ州

緯度は日本の屋久島、沖縄位、大西洋とメキシ
コ湾に突き出た半島。低湿地帯、一番高の所で70
mとか、山がない熱帯植物の繁茂した沼地であっ

た。ここに大西洋側に無数の運河を作り、南北に
汽船が外洋を通らずに半島の根元ジャックソソビ
ルまで運河で通れるようになっている。これに無

数に連絡する運河を掘り広きモーターボート、ヨ
ットを浮かべている。造成地の海岸沿いには別荘
高層ビルが建ちならび全半島が保養地となり、老
人の年金生活者も老後この辺に移って住む人が多
い。

ケネデー宇宙センターはポカより一寸北方、マ

イアミビーチは余りにも開けてしまい、海水浴の
海岸が狭くなり、一寸北のフォート・ローダーデ
ールの附近が若人の好む地になっている。海水浴

テニス、ヨット、プール、サイクリング、キャン

プカー
Boca RatonHotelomlClubは米国の金持共が

作った避暑地だった。私共はタワーの1764号室、
眺望まことに住い。部屋も立派で冷房もよくきい
てよい。エレベーターがおそくて困る。お昼はバ
イキングだからよいが、朝夕のメこェ一には毎度

撰択に悩む。
宿泊料安く、3食付で1日15，000円位、馳走も

94．37％

ガバナーイレクト　石　黒　慶之助君

よい。こんなに安くて部屋もよく食事もよいとこ
ろは仲々ないそうです。1，200人位8日間全館貸
切り、すべてのホール、会議室は自由に使用出来
るので、当分国際協議会はここで行なう　よ　うで
す。

スタンレー・マッキャソェリー会長夫妻の招待

宴、向笠会長イレクト会長の招待宴、向笠会長イ
レクト会長夫人の招待宴、松平R．1理事招待お

茶の会（日本人だけ）など毎日、昼食或はデナー
など開かれた。向笠会長朝食会（7時より）月、
中、韓だけ。
私の誕日6月1日、家内は5月28日だったので

G．Nご夫妻よりN．Yにてシャン㌧ペソを抜き／ミー
スデーソングでお祝いを受けたのもラッキーでし

た。
Boca Raton附近ほ物価も税金も安い、燃料、

衣服費もかからない、年金受給者の住居が年々多
くなっている。米国でも自分の収入に応じ一生の
間4回住居を代えるとか云っていた。

私の肩の痛みも、家内の膝関節痛も治ったよう
です。大西洋に面した日光、水、空気に恵まれた
海浜地帯は老若男女共に保養地でありましょう。

緊急立法（制定案82－2）米国ノ∴－ミソガムR．C
（アラバマ州）には黒人の入会拒否について
R．Ⅰ理事会の勧告により昨日バーミソガムR．

C総会において人種差別条項削除の件208対1で
R．C自体が修正した。
G．Nの会議の際、韓国のG．Nよ　り　日本の

R．Cでは韓国人の入会を拒んでいるR．Cが多い
と発言、何かしっくりしない感があった。
Boca Ratonには空港がなく、ワシントン→フ

ォート・仁一ダーデールに着き、帰りは北よりの
ウェストパームビーチからアトランタへ飛び、そ

てで乗り代えてニェーオリンズへ着きました。昔

奴レイ船はこの港へ着いて各地へ売られて行っ
た。ここは暑い亜熱帯ですが心の和める落ち着い
た町でした。ここで玉村文男さんから黒人問題に



ついて興味あるお話を聞いた。

黒人は今より400年前、米国の労働人口を得る
ためアフリカより奴レイとして買い取られて来た

子孫である。白人が直接奴レイ狩りをしたのでは
なく、部落の曹長に1人幾ドルで何人かを割当て
奴レイ船に積み込んで来た。途中でカは死亡した
そうだ。黒人社会はすべての物が共有という意識
だったので珍しいものがあれば主人のものでも、
手にかけた。それが白人社会では泥棒と解され体
罰を受けた。ィ常に黒人は差別されて下層な生活を
強制されて来た。第2次世界大戦では立ち上がり
白人と共に戦ったが、その差別は撤回されないの
でストライキを起こしたり暴動となった。現在、

黒人の人口比は12％、黒人のエリートは白人側に
立つので一般黒人は過激化して来る。下層階級は
絶望と焦慮等にかられている。アメリカの失業は
日本のそれと異なり深刻である。再就職は非常に
難しい。

現在のニェ←オリンズは、過去に仏領だったり
スペイン領だったりした欧州風の建物が多い。

クレオール文化、黒人のジャズ、リズム特有、
ミシシッピーのデルタ地帯、運河の多いルイジニ

ア州－ナポレオンから安く買い取る土地が海面
より1．5mも低い。墓地が地上の壇塔のように高
い。マック・ドナルト…‥ドーナツとコーヒーの

店、街頭の画家、芸術の町、南北戦争でジやック
ソソが占領するジャックソソ広場、鉄柵のベラン

ダ、馬車、黒人人口50％、市長は黒人である。
ニェ・一オリンズから1時間半位でテキサス・ダ

ラスへつきます。こQ州は全日本の2倍強あり、

個人の牧場でも1人で四国位の面積（十ングス牧
場）「BigTexasJ「テキサス・サイズ」とか云

って大きいことは良いことだの風調強い。ナマお
50廃位のがいる。ビーフ・ステーキは70gが普通
～75オンス。

金持、石油成金、億万長者一高級住宅、ダラス
には日本人2．000人（日本料理店アスカ）。テキ
サスには禁酒地区（ドライ地区）酒屋のあるウェ

ット、はっきり区別されている。

大きな土地にホテルも分柔し高速道路が立体交
互し、串も大型で100肋スピードで目まぐるしく

奉っている。ケネデーの暗殺された場所、オスワ
ルズの射刺された現場も名所となっている。拳銃
も自由に販売され機関銃、ノミズーカ砲まで売られ
ているそうです。

☆国際大会

2日目にはD253内のR．Cを代表し（76＋1G）

票の投票を行なって来た。単一移譲式投票という
方法

信認状→査証→投票用紙76票→受付で投票用紙
William E．Skeltou

Harry F．FinkS．Jr

大会参加13，632名。地区より寒河江、福島、喜
多方より6～7名。

6月10日ダラスを離れる時、向笠イレクトと握

手しようとしたら右手が腫れあがり痛い様子、
「握手性関節炎」。今年度は日本には20日間位しか

帰れないと言っておられた。

MANKINDIS ONE－

BuildBridgeS Of Friendshiip

Throughout the World

人類はひとつ一
世界中に友情の橋をかけよう

私共は皆様から心温まる歓送をうげ、生れて初
めての長期旅行を有意義に、無事に、楽しく過ご
させて頂きました。
皆様初め、地区のロータリアン各位のご好意に

感謝し、ロータリー財団への寄付を申し込ませて
頂きました。

現在、財団は有意義な事業を数々かかえており
ますが世界的インフレにより非常に資金を不足し
ております。奨学生資金と3Hプログラムを抱え
ておりますが……　世界中の貧困、疾病、人間性
の恢復の3H資金が乏しいようですので、家内が
へソクリで、これに当ててほしいと、ポール●ハ

リス・フェローへ寄付を申し込みました。

冒　ヨ　郡　冒

○石黒ガバナーイレクト無事元気にて帰鶴、そし
てロータリー財団へ現金にて23万5，000円寄贈

されました。
○今日の理事会にて早坂重雄さん年間100％出麻

と15年間皆出席を承認しました。
○横田庄司さん東京へ転出、後任者中田敏和氏新

会員の推せん、氏名発表します。
○風間慶三さん無事退院、6月15日朝帰鶴されま

した。

○三井健二さん6月9日手術、経過良好です。

幹　事　報　告

○例会変更
材）立川R．C　6月24日（木）午後6時

草薙温泉　滝　沢　星
（ロ）鶴岡西R．C　6月25日（金）午後4時　大山楼
○山形県土木部長より

きれいな川で住みよいふるさと運動実施につい
て協力のお願い。

インターアクト委員会 秋野委員長

庄内地区インターアクトの研修会終了し、今日
鶴岡高専の折原正司、栗田晃一両君がご挨拶。

（亘＿＿アイ‾ノり
石塚敏彦君一長男義一君5月30日ご結婚

おめでとうございます。

ビ　ジ　タ　ー

酒田東R．C和島市太郎君
鶴岡西R．C三浦正志君、原田行雄君、佐藤成生君

（今週の担当者　早坂重雄）

鶴岡ロータリークラブ創立　昭和34．6．9　　承認　昭和34．6．27　353地区

奉養笥　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235銅7711
例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後12曾30～1．30



－＿－帆．＿．＿　「．‾　．‾‾．‾．‾＿．．．．＿．＿＿－－－＿＿－　　　　　　　　　　　　　　　＿　＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　＿　　　　一一二二‾　　　　　　‾＿‾‾‾‾‾　‾　　　＿　＿＿＿　一　一－－　‾‾　　＿＿＿＿＿＿÷1二二「丁二二　一＿　一　　　　　　　　　　二　‾二

253地区ぎ・洞ローータリーフラフ　汁．1162回刊会合－：；：11982（昭57．6．22）二・　時　・、∴　22一二、
二＿＿　　　　　‾T■■【‾■■■■■■　　　‾‾‾‾‾‾‾二二二二二＿′．＿＿＿ニ⊥1⊥．，＿∵∴＿■■■．「予∵㌣■∵「ニー　　＿■＿　＿　－‾‾．‾「　■‾1’■■・‾’・ご‾‾‾【∴‾＿ニ＿二三二＿二二？　　．∴三

二＿≡二重衰壷蚕憂重商≡宗≡≡重義護田車型ヨ吾蚕適億等≡≡二‡≡‡≡≡〒‾‾‾

≡運竃隼，○ここしユし廿に・三戸．STAいID日章G、ゝ？三′心．1こ：E T：一昭で↓G卜；R01l一・‾ユ‥ミY＼＼￥・＝二二二　　二±二＝≡＝≡≡≡≡≡て∴＝■‾二‾■二■－＝三≡‾＝‾丁‾＝丁∴一二二二三＝三二＿‾　‾二三‾　至‾＿　‾二三‾∴二三

会長新穂光一郎　幹事藤川享胤　副会長・クラブ奉仕内山喜一　職業奉仕迎田　稔　社会奉仕川村徳男　国際奉仕横田庄司　青少年奉仕佐藤順治

出席報告：会員71名　出席51名　出庶事71．83％　前回出席率76．鵬％　修正出席餌 名　確定出席率92．96％

地　区　協　議　会　報　告

1982～1983・国際ロ・一・クリ　ー第253地区

○石黒慶之助ガバナーイレクト

先日の地区協議会に於ては皆様方からの絶大な
るご協力により、私の予期した以上の成果を得ま
した事と、ホストクラブの天童R．Cの皆様方の

温かい友情によりまして無事に成功する事が出来
ました事を心から感謝申し上げます。

○小池繁治地区協議会副委員長

作田ガバナーの現況報告を申し上げます。当地
区の現在の会員数3，544名（S57．5．31現在）前年

度3，438名で期中の増加は106名です。一昨年は

110名増でしたので、それを上回る事を期待する

との事です。

各クラブの増強状況ですが、1番が庄内分区19

名増、2番が中央分区17名増・いわき分区17名

増です。出席率（S57．5．31現在）全体で91．84％

で前年は91．79％で、わずかに良くなっておりま

す。分区毎で出席率が良いのは会津分区96．62％、

中央分区95．87％、置賜分区93．53％がベスト・ス
リーです。

インターアクト・クラブは温海高校と日本女子

工業高校が増加して、15クラブになり、ローター

アクト・クラブは11クラブで増減なしです。米山

奨学金は、東北・北海道に於て最高となり、累計
で第2位となりました。

ロータリー財団の寄附は　S57．4．30現在で相馬

R．C6，500％、飯坂R．C4，800％、会津若松西

4，800％、天童R．C4，300％、遊佐R・C4，300％、

猪苗代R．C4，300％、山形西R．C4，100％、保原

R．C4，100％です。

山形R．Cの中からポール・ハリス・フェ。，－、

準フェローが10名申し込みがありました。

財団については、1人当り40ドルの目標を達成
できそうだとの事です。因みに昨年は27．8ドルだ

1982．6．19　～　20

於：天童市民文化会館

ったとの事です。

世界社会奉仕関係では、フィリピンのNo．1436

地区に養豚計画を通じて協力し、遊佐の土門氏が
多大な援助をなされまして世界的に脚光を浴びる
程の成果を上げる事が出来たとの事です。詳細に
ついては後程記録に基づく報告書が出されますの

でご了承下さい。

会長部会　　　　　　　中江亮会長イレクト

76名の次期会長が集まりまして、部会のリーダ
ーは石黒ガノミナ一・ノミニーでございました。楽

しいクラブの運営の方法等について、クラブのチ
ーム・ワーク、理事会・委員会の持ち方、幹事と

の円滑な仕事の仕方について叉、理論と行動が一

致しない場合が多いので、出来るだけ一致するよ

うに努力する事、ロータリー・クラブは奉仕は当

然であるけれども、他人に迷惑をかけない事が非
常に大事であると強調されました。

公式訪問の時間帯は11：00～12：00会長・幹事会

12：30～1：30例会、その後に2～3時間のクラブ

協議会を行なう予定との事です。公式訪問の時の
例会にインターアクト・クラブ、ローターアクト
・クラブの委員長を招待するようにとのご指示が

ありました。

郡山の安藤次期分区代理より、クラブ運営につ
いて発言があり　ttロータリアンは社会的に責任あ

る立場の方々である彼らが、ハンドルを握ってい

る間は、職業奉仕か、社会奉仕をやっている時間
である。ハンドルを離した時が休憩の時間であり

休憩時問が例会である。例会場はドライブインで

ある。出来るだけ、ゆっくりすべき時間を何んで
堅苦しくやる必要があるか”と考えを述べられま
して、大変感銘を受けて参りました。



牟事部会

議　　題

佐藤元伸次期幹事
リーダー　阿部博地区幹事

小松広穂次期地区幹事
鈴木四郎分区代理

クラブの年会費の問題
各クラブとの意見交換があり、最低が年会費12

万円のクラブが2～3ありました。最高が年18万
円で他に特別会計等もあるクラブがあり、平均的
には14～15万円のようでした。入会金は最低1万
円で、最高が6万5千円で、平均的には2～3万
円位でした。全体的に値上げするクラブが多く、
値下げするクラブは温海ロータリー・クラブ、当
クラブ等比較的少ないようでした。

事務費用の件ですが、事務員なしのクラブが4
～5クラブあり、事務員がいるクラブの事務負担

金は月額最低1万円から最高10万円位で、郡山ロ
ータリー・クラブのように、郡山地区のロータリ

ー・クラブが合同で専従職員を設けているクラブ

もございました。
午後の部に於て、幹事の心がまえについて各リ

ーダーより詳細に説明があり、大変勉強させてい

ただきました。
分科会の会場が狭く、マイクの設備がないため

に後方に声が通りにくかったのが残念に思いまし
た。接待の天童ロータリー・クラブの方々や女子
高校生（山形学院バスケット部）が礼儀正しく大
へん感じが良かったと思います。

クラブ奉仕部会　　　　　　　川村徳男君
リ　ーグ一　作田正治ガバナー

副リーダー　本間儀左工門
地区クラブ奉仕委員長

〟　　　吉田長三郎

次期クラブ奉仕委員長
〟　　　鈴木幹雄分区代理

1．テーマ「出席」　　　吉田副リーダー担当
ロータリー・クラブは、クラブの綱領を実践す

るため、クラブ会員の一人一人の協力を得て活動
しなければならない。そのためにはクラブのメン
バーが集まることが必要である。出席率の良いク

ラブは、奉仕活動、親睦活動が活発である。98％
は名誉ある出席率であり、友情をそこねてまで
100％にする必要はない。（吉田副リーダー）

（事例発表）例会を楽しく、出席率を良くする
ため多くのクラブは苦心しているようである。魅
力あるプログラム（郡山北・山形）、夜の例会、移
動会場（上ノ山）、ロータリーの歌に限らず例会で
ナツメロを歌う（山形西）……など。

反面、出席についてはどうにもならないとあき
らめムード（いわき四倉）、常に100％であるから
出席については全く関心がない、格別アイデアも
なく、努力をしているわけでもない。強いていえ
ば、健康で事業が順調にいっているからだと思う
（会津若松南）。

（講評）出席率の目標をたて、達成しない場合
は、その理由を例会でみんなで分析してみるとか
会員の一人一人が関心をもつことが大切で、出席
委員会だけではどうにもならない。家族を含めた
移動例会とか……楽しい例会にするよう工夫して

欲しい。（作田リーダー）
2．テーマ「親睦」　　　本間副リーダー担当

ロータリーの発生の原点は、奉仕の活動が中心
ですが、奉仕をする前の原動力は、ローークリー会
員の親睦・友情にあるのではないか。

石黒イレクトは「自分のハートとみなさんのハ
ートをがっちり結びましょう」と言われたが、奉

仕をする前に、我々は仲間なんだ、同志なんだと
いう認識が先ずなければならないということだと
思う。親睦は奉仕活動の潤滑油であり、優れた出
席率をあげているところは優れた親睦活動をやっ
ていると思う。（本間副リーダー）

（事例発表）家族旅行、クリスマス家族会、ゴ
ルフ部会、ボーリング部会（会津若松西）1泊で

県外他クラブと合同例会、マージャン大会（温
海）……など。

（講評）できるだけ家族を含めた会合を多くし
たり、近隣クラブとの合同例会やレクリエーショ
ンを折り込むなど親睦には大へん良いが、クラブ
の先輩とか、先輩の方が先頭に立ってやらないと

新しい人はなかなかやりにくいので、心がけて欲
しい（作田リーダー）
3．テーマ「会員増強」　　鈴木副リーダー担当

会員増強しなければロータリーは発展しない。
現況は、世界的不況でヨーロッパでは退会者が多
く、10％位減少している。R．Ⅰ会長は少なくと
も現状を維持して欲しいと訴えている。当地区は
5月末で、山形県＋50、福島県＋56、全体で106の

増になっています。
（事例発表）56年発足したが、ロータリーとは

何かを知らないで入った人が大部分（中山）、古い
会員でどうしても出席しないので理事会の決議で
やめてもらった例があるが、会員増強を急ぎすぎ
ると出席が悪かったり、2～3ケ月でやめてしま

うケースもあるので慎重にやりたい。（遊佐）

し筆二塁＿＿撃二重⊃
○ロータリー用語のガバナーの呼び方ですが、バ

スト・ガバナーをP．G、ガバナー・ノミニト

をG．Nと書くのは良いのですが、ザ
リアソ誌等を見ますと、現ガバナーをディス
リクト・ガバナーD．Gと書いてあります。

後記録等を担当する方は注意した方が良いと
われます。

○横田庄司君が東京海上火災保険㈱鶴岡支社長か
ら7月1日付で本店の東京営業第3部、契約3
課長として栄転の為に退会の挨拶があり、後任
の支社長さんが入会の予定になっております。
6月26日昼の天の川で出発、転地でのご健闘を
心からお祈り申し上げます。

〔う＿マイ　ノり
横田庄司君一退会を記念して。
風間慶三君一病気見舞に感謝して。

ビ　ジ　タ　ー

鶴岡西R．C佐藤拡君、林権之助君、長野正彦君

（今週の担当者　佐藤元伸）

鶴岡PMタリ・－クラブ創立　昭和34．6．9　　承認　昭和34．6．27　353地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235如7711
例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホr一ル　例会日　毎遇火曜日　午後12。30～1．30

）
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23代

新穂光一郎会長
退任挨拶

「あっと云う間」という

か、「やっと終わった」と

いうか、とにかく任期の一

年が過ぎました。

年頭にも申し上げました通り、私は余り模範的

なロ・一タリアンでもなかったし、又優秀なロータ

リアンでもなかったと思います。可成りせっかち

で、おっちょこちょいですし、独断専行気味に皆

様方に協力を強いた感じです。

生来、ズボラで、ものく“さななまけものですの

で、勤勉さ、とか頑張り等全くなかったし、ただ

クラブの行事に漫然と参加して参ったようなもの

です。仮に少しでも気をつけた面があるとすれば

（性格的な面もありますが）それは嘘をつかず真
実を見つめて参った積りです。ただ余り本当の事

ゐみ申し上げ、その為に他人を傷つけてしまった
場合もあったのではないかと気にしております。

本当にこの一年間賜わりましたご協力とご友情
に対し厚くお礼申し上げます。

今年度はお蔭様で、大変数多くの行事がありま
したので退屈する間もなく一年が過ぎ去った感じ
です。その成否どうであれ、ただ年度中は少々の

犠牲があっても最大限参加しようと努力致しまし
一　一　一1　－

の友情・親睦も頂きましたし、又晴れがましい舞

台での発言のチャンスも頂きました。真実石黒ガ
バナーイレクトに感謝申し上げます。

クラブ内の活動の中で今年度少しく変化した或

いは実績として取り上げられるものを挙げてみま

すと次のようになるのではないでしょうか。

1．会員の増強（5名の退会12名の入会）

2．出席率のやや向上（91．25％）

3．会報の充実、サイズの変更

4．親睦委員会の活発な活動
5．各種行事に於ける会員の英知と協力度
6．各種会議に於ける合理的時間の短縮

をぢちかと云うと私も今迄ロータリーの表舞台に

出ないよう心掛けていたのですが、今私のクラブ
の中で裏方をやって下さった方々も、しかるべき

立場にあれば立派にその職に於いて手腕力量を発

揮してくれる方が多し二と実感＿しておりますqそれ

が今後の私達のクラブの力であり、豊かさであり

何よりも楽しみにしております。

本当に一年間私の我俵な活動にご協力頂き有難
うございました。今日でお別れではなく、次回か

らガバナー年度への新しいスタ二トです。

皆様方どうぞ健康に留意され、お仕事の中でも
クラブの中でも一段のご健斗をお祈り申し上げま

す。

藤川享胤幹事

退任挨拶

1年前の7月、幹事就任
の時私、「憂きことの尚こ

の上に積もれかし　かぎり

ある身の力をためさん」と
いうカッコいい歌を読みまして、微力乍ら努力す

る事を宣言したのでありますが、昨年の10月仕事

の関係上どうしても全国を廻る事になり、クラブ

の仕事が出来ませんでした。ご指命戴きました会

長さん、親代わりの張先生には非常に肩身のせま
い思いをさせたと思います。

時々帰って会に出る時「久し振りだなあ」と云
われ、その度につらい思いをしたんであります。

特に次期幹事の佐藤元伸さんとは、私の仕事の半
分以上をお手伝い戴き、心から感謝申し上げる次
第であります。

ただロータリーは1年だけじゃなくロータリー

に出席の続くかぎり皆さんから甘くみて戴いた友

情を本当に毎日返して行きたいと念じて居り　ま

す。

来年度の中江さん、元伸さんの会長・幹事の下
に私なりに一生懸命やる事を約束してご挨拶に代

えさせて戴きます。

最後にクラブの山下さんにはお世話になりまし
た。心からありがとうございました。



鶴岡E）－クリークラブ，81～82Remember noIelO（新穂会長提供）

桜花の●82－4－24　第一インで

下、スマートに完了。
1．インターシティ・ミーティこ／グの開催

2．ガバナー・ノミニー事務所開設
，81－12－12　産業会館5Fでガバナー、市長以下の出席頂き盛況に

’82－5－22　ご夫妻で一路ポカラトン、 ダラスへ。ご健康で、研修
はほどほどにHave a nice trip

昨年より大会・幹事を中心に次年度の一大イベンツ、我がクラブ

認諾誓禁禁讐禁諾ルゴーで市長、加藤代議
士と共に、英語は疲れます。
，8ト11－23　懐しい48名の方々　tt有朋自遠方釆不亦楽乎”海を越え

3．石黒ガバナー・ノミニー渡米

4．年次大会準備着々進行

5．ニュー・プランズウィック市長歓迎会

6．台中港区ロータルアン及び奥様歓迎会

7．R．A．C年次大会鶴岡がホストとして
開催

8．鯖汁例会及びロータリーの友への寄稿

9．斎藤得四郎氏逝去

10．新市庁舎完成に伴う行事案内板の寄贈

て友情に相手。
，81－11－22　数少いメンバーが若さで手作りの年次大会＝努力、有

形無形のメリット大
・82－1－26例年やっている事だが、今回はtt友”への寄稿。特級調

理士、会長ご夫妻は編集者の蛇虫。
・82－卜20最長老クラスのクラブのご意見番、あの毒舌を聞けなく

なった事を悲しむ声しきり。
，81－12－17　社会奉仕委員会で市の意向をくみ市役所入口あきに建

設、市民の為役立ってほしい。

今年度第23代会長・幹事への謝辞

会員代表　石黒慶之助君

本日をもって新穂会長・藤川幹事の任期が終わ
りますので、潜越ながら皆様を代表し謝辞を述べ
させていただきます。
会長・幹事はクラブの要であり、貴重な時間を

ロータリーに捧げて奉仕されたご努力に心から感

謝しその業績に深く敬意を表します。本当にご苦
労さまでした。

新穂会長は頭脳明断な、優れたリーダーであり
クラブでは異色な新鮮味のある会長だったと思い
ます。それだけクラブにとって素晴らしい業績を
残されました。例えば、

○斬新な立派な年次計画書の作成と実行
○楽しい例会とするための配慮
○頭初予算に計上しない突発事業の円滑な処理
姉妹クラブの来訪・R．A．C地区大会の開催
N．B．W市長との接触・ノミニー事務所の開
設・Ⅰ．C．Mの主催など。

○会員増強への熱意とその成果
○クラブ会報の改善
○出席率の向上への誘導
○次年度への布石
など数々の困難な問題を上手に処理された功績

はまことに大きいものがあります。会長の抱負は
極めて遠大でありましたが、次年度私がガバナー
に就任といケブレーキがあり、不本意ながらも会
員の和合親睦のため、ご意志を制禦され、ご遠慮
された気配も見られます。申し訳ないと思います。
私はロータリーは毎年役員が代わりますので、

その年度の会長がご自分の色彩を充分に発揮する
特色ある運営が最も望ましいものと考えておりま
す。新穂会長はこれに充分答えて下さった会長で
あったと思います。
藤川幹事はご本業が非常にご多忙で、時間の捻

出にご苦心されたようで、まことにお気の毒でし
た。後半には佐藤元伸副幹事がよくこれをカバー
され大役を全うできたことはクラブにとって幸せ
でした。藤川さんは将来の大物ですからこの先の

ご活動を心からご期待いたします。
新穂会長さん、藤川幹事さん本当にご苦労さま

でした。全会員に代わって、心からご慰労申し上
げ、感謝の意を表します。

鶴岡ロータリー・クラブの恋人
山下和子　さん

今の職場に就職して20余年、
ロータリー・クラブの仕事を

させていただいて約18年にな
りました。職場を通じ、ロー

クリ一・クラブを通じて皆々様と親しくさせ

ていただいた事は私の人生にとって、すぼら
しい経験だったと感謝しております。病気ら
しい病気もせずに満？年が過ぎました。私の
子供は手のかからない年令になりました。こ
れからは自分のために少し時間が欲しいと考
えております。職場と家庭を両立させる事は、
到底私には出来ません。しかし何とかやって
これたのも私の両親、家族の理解があったか
らだと思っています。これからも私なりに精

（妄言要義野蒜等窮ざ書芸貰芸謹告友軍）

ス　マ　イ　ル

会長・幹事一年間のお礼を込めてスマイル。

例　会　メ　モ

○会員歴9年の菅健さん退会挨拶
○プログラムも決まりました。年次大会の準備に

向けて本格的に進行します。佐藤忠大会幹事
○米山基金20，940円でした。ありがとうございま

した。張紹淵君
○最終例会のためエルサンでアイスコーヒーを望

供。
○中田敏和君（東京海上火災・支店長）入会

（今週の担当者　石井敬三）

鶴岡ロータリ岬グラブ創立　昭和34．6。9　　承認　昭和34．6．27　353地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235銅7711
例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホ・一一ル　例会日　毎週火曜日　午後12．30～L30
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