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出席報告：会員74名　出席59名　出席率79．73％　前回出席率71．62％　修正出席65名　確定出席率87．84％

R．1第253地区庄内分区代理挨拶

昨年の12月末に分区代理

を引き受けさせられた酒田

東R・Cの和嶋でございます。

庄内分区の中で一番古く

最も歴史と伝統のある鶴岡

R・Cを第一番目に訪問させ

ていただきました。

分区代理の役割を私なり

に解釈しますと、地区ガバナ【と各クラブをつなぐ

小使い役のような仕事と思っております。

折角の機会でございますので、日頃考えている事

を申し上げてみますと、我々は社会の一員として、

組織等の中で計画を立てる場合には次の3つの原則

があるように思われます。

＼＿ノ／

酒田東R・C　和　嶋　茂　男　君

第1に「長い目で物事を見るべきである」…過去

の事や現状の認識なしには将来を予測できないのは

当然であるし、地に足がついた考え方を基にして計

画し、決断すべきだと考えます。

2つめは「広い目で物事を考える事」…近視眼的

な考えでなく、相手の立場を理解しながら物事を処

理すべきだと考えます。

3つめは「生きた目で物事を見る」…理論や理屈

だけでなく、生きた目で現状を認識し、物事を見る

べきである。

以上申し上げた3つの事を、ロータリ轟の精神に

もあてはめながら一年間を頑張っていきたいと思い

ますので、よろしくお願い致します。

第27期鶴岡ロータリークラブ会長就任挨拶

会長の就任に当り、一言

ご挨拶を申し上げます。

私は当クラブの第27代目

の会長として勤めさせて頂

くことになりまして、誠に

光栄な事と存じております

が、その反面、これからど

うしてクラブを運営してゆ

佐　藤　順　治　若

くべきか、あれやこれやを考えると、心配も又ひと

しお深いものがあります。だからと言って今になっ

て引き返すことも出来ませんし、「ただ前進あるの

み」と、男らしく覚悟を決めているところでありま

す。

幸いなことに、幹事として若くて実行力のある優

秀な秋野忠君にお引き受け頂き、何よりも心強く感

じております



ほんとうに至らないところばかりの私であります

が、この1年間精一杯頑張りますので、会員皆様の

ご友情とご協力とそしてご指導を心からお願いする

ものであります。

次に本年度の重点目標を3項目掲げました。

①　会員増強について

㊥　「ロータリー財団」寄付の向上について

④　会員相互の親陸について

以上3つですが、（∋④は特にガバナーの方針とし

て要望されたものであり、（釘は私が独自に設定した

ものであります。

1．会員増強については、退会者防止に不断の努力

と配慮により、現在の会員数で会員5人につき少

なくとも1人を入会させることを目標にする。

2．「ロータリー財団」に対する認識を更に深め、

財団寄付の向上を図ること。最低20％の会員に4

年後ポール・ハリス・フェローを受ける目標で、

今年より準フェローになって頂くこと。

3．会員相互の親睦については、私が独自に設定し

たものでありますが、親睦を深めることによって

友情が育ち、友情の絆が強まることによって例会

などに関心を持つようになり、当然のことながら

出席率も向上し、更には会員増強にもつながるな

ど、クラブ運営が極めて円滑に行われるものと確

信致すものであります。

以上3つについては、担当各委員会のご活躍を大

いに期待するものではありますが、皆様一人ひとり

幹　事　就

第27代佐藤噸治会長の幹

事の大役をおおせつかり、

ロータリー歴5年目の不勉

強の私には荷の重い役割だ

と思います。ロータリーは

何事もその役目を申しつけ

られたら断る事の出来ない

のご協力があってこそ初期の目的が遷せられるもの

と思われます。

私としましても、折に触れ声を大にしてお願いす

ることになろうかと思いますので、其の節は何分共

よろしくお願い申し上げます。

又、本年度の主要な行事としては、

1．青少年奉仕部門について、本年は国際青年年で

あり、当地においては8月1日より5日迄国際青

年祭を実施することになっており、クラブとして

も何らかの協力・援助を考えなければならないと

思いますが、これを契機にしてインターアクト、

ローターアクト両クラブの内部充実に努めたいと

思います。

2．8月に当地北高の女子学生が交換学生としてア

メリカに留学しますし、又、アメリカからも女子

学生が当地に留学することになっております。

3．更に来年5月には台中港区扶輪社で創立15周年

記念行事を行うことになっておりますが、当クラ

ブとは姉妹クラブになっておりますので、場合に

よっては行事に出席することになる可能性もあり

ます。

何れにしても、これらのことは国際的な平和と親

善と理解に結びつくことでありますので、慎重な配

慮が必要であると考えております。

以上、本年度の重点目標と主要行事について申し

上げましたが、この1年間、会員皆々様の温かいご

友情とご協力を心からお願い申し上げます。

任　挨　拶

秋　　野　　　　忠　君

ところだと先輩の皆様から教えられて釆ましたので、

もう、やるしかないと自分に云い聞かせております。

しかし、一人では勿論何も出来ません。メンバーの

皆様方から一つひとつ教えていただきながら、又、

ご協力をしていただいて初めて与えられた役務が遂

行出来ると思います。当然自分自身の役責を投げ出

す事は致しませんし、それなりの努力もいといませ



ん。佐藤会長のカバン持ちとメンバーの皆様の小間

使いに徹する様がんばりますので、宣敷くご指導・

ご協力をお願い申し上げます。

⊂蚕．盲‾‾有亘⊃
佐藤順治君

7月2日（火）定例理事会

1．理事会の開催

（1）定例理事会

クラブ細則第4条第4節に基づき次の通り開

催する。

け）目　時　毎月第1例会日11時30分より開催

何　場　所　原則として例会場

（2）臨時理事会

次の場合、然るべき予告が行われ、会長によ

って招集されるべきものとする。

け）会長がその必要ありと認めた時

（ロ）理事会メンバー2名の要求ある時

2．入会金　20，000（クラブ細則第5条第1節）

3．年会費130，000（クラブ細則第5条第2節）

4．例会時会長・幹事欠席時の代行者を次の通りと

する。

（1）会長欠席の時　副会長、会長エレクトの噸

（2）幹事欠席の時　副幹事、直前幹事の噸

5．名誉会員の依嘱

鶴岡市長．斎藤第六氏

酒井忠明氏

6．例会日の変更

8月8日（木）はガバナーの公式訪問があります

ので、8月6日（火）の第1例会日を8月8日に変

更すること。

7．当クラブ写真入りの会員名簿を新たに作製し、

全員に配布するの件

（現在新会員に配布する部数がない）

約3万円の経費

8．次の新会員の委員会所属

加藤和一（山形銀行）会員増強委員会

関原亨司（Y T S）S・A・A

常探通則（日本生命）S・A・A

9．本日第1回クラブ協議会を開催する。

16：30～18：00　第1回クラブ協議会

18：00～　　　　　懇　親　会

場　所　　祝　や

登録料　　3，000円

義務出席者以外の方でも多数ご出席下さい。

10．クラブ細則について（配布済み）

国際ロータリー在日財務代行者（佐々木秀 

一氏）より連絡があり、 

1ドル従来よりマイナス9円で 

7月1日より 

1ドル249円となりました。 

ロータリー財団への寄付も同じく適用され 

ます。 

⊂画事報告）
秋野　　忠君

1．7月7日（日）内川清掃の協力

時　　間　　午前6時から8時まで

集合場所　　市消防本部前

2．′84～′85活動報告書未提出の方は早急に提出

頂く。

3．ユネスコの報告書到着

〔委員会報告）

〔亘睦活動委員会）

会員誕生　　黒谷正夫君

中江　　亮君

奥様誕生　　張　　秀子様

小池　　英様

諸橋靖子様

佐藤　　昇署

嶺岸光吉君

佐藤噸治君

飯白安江様

風間富士子様

中野ふみ子様

佐藤清子（忠）様

富樫　　貞様



桓席委員套つ
松田貞夫君

〇年間皆出席

20年間皆出席　　鈴木弥一郎君

2　　〝　　　　　白坂　　久君

1　　〝　　　　　若生恒吉君

06月100％出席　61名

秋野．阿蘇．阿部．張．藤川．平山．布施．飯白．

石川．石黒．板垣（俊）．板垣（広）．市川．飯野．

川村．黒谷．小池．今村．皆川r風間．加藤（賢）．

塚原．忠鉢．三井（賢）．三井（健）．嶺岸．迎田．

松田（貞）．松田（士）．中江．中野．中田．斎藤（隆）．

佐藤（昇）．佐藤（噸）．佐藤（衛）．佐藤（友）．佐藤

（元）．新穂．菅原．鈴木（善）√鈴木（弥）．庄司．

佐藤（英）．佐々木．斎藤（昭）．白坂．高橋（良）．

丹下．手塚（林）．富樫．高田．手塚（拓）．内山．

山川．若生．山口．吉野．加藤（和）．関原（佐藤

（忠）

ォ十・十●・★r◆■・→トノ

↓ロータリー教室（1）
・4日一斗∴一寸巣．・′

「見つけよう　奉仕の新生面」

第76回R．Ⅰ．国際大会，87カ国のロータリアン

とゲスト13，784名が集まる

1985年5月25日，土曜日

米国，ミズーリ州，カンザスシティ

世界中のロータリアンが、第76回国際ロータリー

国際大会で、奉仕の新生面を、さらに、親睦と意欲

を高める新生面を見つけました。米国の心臓部、ミ

ズーリ州カンザスシティに87カ国13，784人のロー

タリアンとゲストが集いました。

国際大会前の活動として青少年交換役員会議とロ

【タリー・ゴルフ・トーナメントが行われました。

ローⅦタリアンとゲストは、ホスト・クラブ主催の豪

（S・A・A）
阿蘇司朗君

次回例会より、入会後1年末満の会員の方々の席

を、親陸を深める為にも名前を書いて指定致します

のでよろしくお願い致します。

（ス　マ　イ　ル）

上野三郎君　　第12代鶴岡商工会議所会頭に就

任と、会員・奥様誕生祝い用ケ

ーキの注文をいただいて

吉野　　勲君　　会員・奥様誕生祝い用ケーキの

注文をいただいて

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R・C　　菅原隼雄君

温海　R・C　　本間　　毅君

華な余興番組、「カンザスシティー・オール・ザッ

ツ・ジャズ」を楽しみました。この番組では著名な

ジャズバンドの演奏に耳を傾け、一流のコック30人

が腕を競った料王削こ舌鼓を打ちました。友愛の家に

は、3，000を超すクラブ・バナーが飾られ、中央に

はサマー・パビリオンが置かれ、数々の乗物が色と

りどりに並べられていました。開拓者時代の幌馬車

やクラシックカーのシルバー・クラウド・ロールス

ロイスから最新式の1985年型オールドスモービル・

カットラス・シエラまでが陳列されていました。

本会議の特別プログラムとして「ロータリー・t・80

年間の世界一周」という催しが行われ、アルバート

B．セイビン博士にロータリー国際理解賞が贈られ、

メキシコの喜劇俳優、カンテインフラスへ会長賞が

贈られました。さらに、メキシコ、グアダラハラ民

俗バレエ団の華やかな公演とジョージ・ブッシュ米

国副大統領の講演が行われました。

索次回へ続く
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鶴岡西R・C会長・幹事挨拶

加藤有倫署

斎藤正志君

新しく西クラブの

会長と幹事に就任し

た加藤と斎藤でござ

います。どうぞよろ

しくお願い申し上げ

ます。

鶴岡西クラブは41

年の創立以来、来年

で20周年を迎え、私共の任期中の来年5月下旬か6

月上旬に創立記念式典を行なうことになります。そ

の節は子クラブのために大勢の皆さんの御参加と御

協力をお願い致します。

また、咋年次西クラブには、鶴岡R・Cから210名

ものビジターがお出かけ下さって、例会を盛り上げ

ていただき誠にありがとうございました。

ビジターは当クラブにとって大きな財源にもなり

ます。本年次もどうか御協力をお願い申し上げます。

温海R・C会長・幹事挨拶

斎藤五郎八署
戸室寛隆署

御紹介頂きました

温海R・C会長の斎藤、

幹事の戸室でござい

ます。よろしくお願

い致します。

温海クラブは鶴岡

R・Cをホストクラブ

として発足させていた

ださ、お蔭をもちまして今日まで発展して参りました。

今お聞きしますと、鶴岡西R・Cには鶴岡R・Cから

210名ものビジターが訪れたということで、うらや

ましい限りです。私共には咋年次12～13人がお出に

なっただけでした。創立当時、特別代表の石黒慶之

助さん始め大勢が応援にお出かけ下さいました。更

に皆さんのお出を願って、関係を一層深めたいと切

望しております。

私が会長になった時、丁度777回の例会になりま

した。ラスベガスでも大変幸運な数と言います。こ

れにあやかって頑張りたいと思っています。

（会長鱒j⊃　佐藤順治者
1．クラブ協議会（第1回）

7月2日、16時30分より約1時間半、祝やで

開催。最終的な計画が決定して印刷中。

2．表敬訪問

7月5日、15時～16時30分　秋野幹事同道で

鶴岡市長、荘内日報社を表敬訪問。

3．内川清掃

7月7日、午前6時～8時まで、内川を美し

くする清掃奉仕に10名が参加。

4．就任挨拶

7月8日、秋野幹事と2人で温海R・Cの例会

に出席し就任の挨拶。

5．活動計画発表

今回と次回の例会で、奉仕部門ごとに奉仕委

員長から本年次計画を発表。

6．会員入院

匹田良平君から本日入院のため賜暇願いが提

（遭＿至＿撃＿革つ　秋野　忠君

1．1985～1986年地区大会開催



60年10月5日（土）～6日（日）

福島県営原町体育館（福島県原町市）

ホストクラブ…原町R・C

登録申し込み…7月20日（土）

2．ロータリーの友英語版の申し込み

刊　行　　年2回（11月．4月）

代　金　　年1，000円（2冊分）

（委員会報告）

（職業奉仕委員会）委員長板垣広志看

別途印刷中の計画は委員会を開催していないので、

自分の独断で決定したもの。「四つのテスト」を中

心に活動を進めるが、ロータリアンとして3番目の

テストであるttみんなに公平か1－についで悩んでい

る。先日原町で開かれた地区協議会でもtt公平いに

ついてバストガバナー田中善六君とも議論したが、

結論を持ち越してきた。これからもt－公平Ilについ

て大いに悩み、話し合っていきたい。

（＿＿国際奉仕委早阜つ委員長高橋良士君

対米経済摩擦に依り、我が国がますます国際的に

孤立化する中で、国際間の理解と親善と平和を推進

させる事を目的とする本委員会の奉仕活動は、極め

て意義深いと言わざるを得ない。

各小委員会活動計画が円滑に遂行しうる様に協力

調整すると共に、本年度は交換学生の派遣、受け入

れの年度でもあり、受け入れ学生に関しては従来の

様に委員会、ホストファミリーサイドのみに偏重し

ない様、全会員で受け入れる様な意識を高めたい。

又、本年は国連の提唱する国際青年年でもあり、

ロータリー財団奨学生の推挙、G・S・E、派遣に重

点をおき、更に行政、民間レベルでの国際青年年の

プロジェクトにも要請があれば積極的な援助を惜し

まない。

国際青少年交換小委員会

地区委員　新穂光一郎署

派遣・受け入れ学生のスケジュール

1．Julie Mcleanへ7月8日Tag送付済み。

2．Julieは8月23日（金）山形空港着予定。

出迎えメンバーの選定。

3．派通学生（伊藤久美さん）のアメリカ出発の挨

拶は8月13日（火）の予定。

4．派遣・受け入れ学生に関するオリエンテーショ

ンは7月21日（日）、午前10時30分より山形市のホ

テルキャッスルで。

5．財団学友会総会及び青少年交換学生オリエンテ

ーションは8月11日（日）～8月12日（月）、午後1

時から8時まで、飯坂温泉伊勢屋で。

JULIE MCLEANよりの手紙

お手紙有難度う。貴方とクラブ会員皆様にお

目にかかれる事を楽しみにしております。

今、私は鶴岡に行く事に胸おどり、少々興奮

状態です。そちらの学校では全て日本語でしょ

うか？　それとも一部英語でのレッスンもある

のでしょうか？いずれにしても、私は出来得る

限り鶴岡へ出発前にttカデーを勉強して参ります。

もし分ってたら私のホストファミリーの名前

と住所を教えて頂けませんか。その方にも8月

の出発前に連絡をとりたいと思います。

本当に色々ご親切有難度うございました。

（ビ　ジ　タ　ー〕

鶴岡西R・C　加藤有倫君．斎藤正志君

温海R・C　　　斎藤五郎八君．戸室寛隆君

7月23日　　庄内国際青年祭

ゲストスピーチ　山　口吉彦氏

7月30日　　アメリカ新事情

会員スピーチ　　新穂光一郎君

1985ル86，国際ロータリー253地区大会

○日　時　　昭和60年10月5日（土）～6日（日）

○場　所　　福島県営原町体育館（福島県原町市）

○ホストクラブ　　原町R・C

O登録申し込み　　7月20日（土）
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（会長報告）　佐藤順治者　票と笠羞誓管E蒜毒J諾完…雷雲嘉男岩も篭
1．7月10日、教育110番の件で、佐々木委員長と

共に市長に面会して参りましたので、詳細は佐々
木委員長より報告していただきます。

2．7月12日（金）鶴岡西R．C．に会長・幹事就任の挨

拶に行って参りました。
3．宮原病院へ小松虞穂さんのお見舞に行ってきま

した。あと1ケ月位で退院の予定だそうです。
4．本日11時から臨時理事会を開催。別紙本年度予

算を一部修正の上、承認された。
5．匹田良平君、染野檀君の二人から賜暇願いが提

出されました。
6．10月5日～10月6日、地区大会が原町で開催さ／

れます。10名位は出席されたい。特に新入会員の
方は勉強になるので、出席していただきたい。
（7月20日迄に事務局へ連絡）

7．ローターアクトの会長高橋喜久男氏より今年の
行事を休会したい旨連絡あり。理事会で検討の結
果、出来る事ならば1年続行すると云う結論とな

〔有事報等つ　秋野　忠君
1．例会変更

遊佐R．C．、7月30日の例会を、
と　き　　7月29日（月）午後6時半

場　所　　吹浦新漁協組合
登録料　　3，000円

2．EXPO’85ロータリー例会参加について

3．地区大会の案内

第250地区地区大会
10．4～10．6　弟子屈R．C．

第252地区地区大会
10．19へ一10．20　宮古R．C．

第254地区地区大会
10．19一、一10．20　大館R．C．

4．認証状伝達式の案内

東京大崎R．C．（第275地区）
小野R．C．　　（第253地区）
千葉港R．Cu　（第279地区）

5．祝やさんよりお中元ビール1打を頂戴致しました。

〔旦型至塁撃墜つ　佐々柏彦看
先日、会長と共に市長のところに伺いました。教

印象に残りましたのが、とにかく「官製の110番で
なくて、民間でやっている教育相談だからこそ価値
があるのだ」と云う事を強調されました。それを受
けて今年一年、それでは務めさせていただきたいと
お願いをして参りました。

その中で、本年度は一つ特色のある活動をしてい
きたいと云う事で、毎月20日に父兄あるいは、保護
者からの電話相談を受けておりますけれど、その他
に8月15日に「子ども電話相談」と云うのを計画致
しました。運営委員会でもご了承いただきまして、
これについての手配をした訳でございます。昨日、

教育長と学校教育課長のお二人にお会い致しました。
子ども電話110番についてのチラシを、20日以前に
各学校に全部配布するという事でお願いをして参り
ました。皆さんのお宅にも子どもさん、あるいはお

孫さんがおいでになりますと、20日前後にでもお持
ちになると思います。8月15日と云う日に設定致し
ましたのは、平日ではございますけれども、夏休み
中でございます。大変たくさんの健全なる子ども達
は、海に行ったり、山に行ったり、あるいは外でト
ンボを追いかけ、蝶を追いかけていると云う時期で
ございますが、そういう仲間に人らないで、ショボ
ンと家にいる子ども達から電話をいただくのが目的
でございます。したがってその日には、特に8月は
2回になりますけれども、カウンセラーの方々から
ぜひご協力をいただきたいと思います。

この件につきましては、各小学校の校長先生方に
どういう電話がくるのかと云う事をご自分達の耳で
確かめていただきたいと云うお願いもしてございま
すので、ロータリーの会員の皆さんも、もしお時間
がございましたら会場の方へお顔を出していただく、
又、カウンセラーの方々には、大変ご苦労をおかけ
する訳でございますが、一つよろしくお願いしたい
と思います。

今回の件につきましては、教育委員会の方で全面
的なご協力をいただくという事が大変有難く思って
おります。それから、出来れば9月に国際青年年が
ございますが、その時に合わせて各鶴岡市の全校に、

教育110番についてのチラシを市の広報に折り込ん
でいただくようにお願いをして参りました。市長さ
ん大変気を使っていただいて、一種の宣伝でござい
ますけれども、ロータリークラブだからと云って簡

単に許可すると、他の団体からも非常に申し込みが
多くなるという可能性もある。したがってロータリ

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



－クラブというものの内容と云うものを非常に高く

評価したので、その方には手を打っておいたという
お話で、昨日庶務課にお伺いしまして担当者に伺が
った結果、折り込みチラシが出来る体制になりまし
た。これも普段の皆様方のご支援のおかげだと深く
感謝しております。

よろしくお願いいたします。

（委員会報告）

〔クラブ奉仕委員会）委員長吉野勲署
この年度クラブ奉仕委員長の大役をおおせつかり

ました。まだまだロータリーについては不勉強で未
熟者ではありますが、皆様の絶大なるご協力をお願
いしながら、この一年頑張って参りたいと思います。

クラブ奉仕についての資料を頂き、一応読んでみ
ましたが、当委員会の責務はクラブの管理・運営が
スムーズに遂行するよう努めなさいと云う事であり

まして、各ロータリアンには各種の会合には出来得
る限り出席をお願いいたし、親睦を深めると同時に
各委員会の活動計画と調整を計りながら、委員会の
会合には是非出席して、各委員会の運営に協力して
行きたいと考えております。
例会の持ち方の検討については、S・A・Aの方々

の新しいアイデアもあるようですのでこれに期待し、

楽しい、明るい例会になり、出席率の向上の一助に
なるようにと思っております。

出席委員会の目標設定も93％となってるようです
ので、皆様は特にこの年度は「層のこ協力をお願い
いたします。新しいメークアップ表も皆様のお手許
に既に配布されている訳ですので、大いにご活用を
お願いします。
次に会員増強委員会については、この年度、地区

の目槙が20％増と云う事でございます。18名の新会

員をつのらなければならない訳ですが、この数字は
単にこの委員会だけでは到底達成する事は出来得な
いと思いますので、皆様からの特段のお力添をお願
い致したいと思います。併し与えられた目標は大き
いかも知れませんが、チャレンジ精神を以ってこの

目標をクリヤー出来るよう、この年の重点目標とし
て頑張ってみたいと思います。
先日の例会で会長の基本方針の話もあった訳です

が、親睦はクラブの基本だと考えます。今年度もた
くさんの親睦行事があるようですので、親睦委員長
さんの一層のお力をお借りしたいと患います。
とにかくこの1年、皆様からのご教示とご指導の

元でつとめさせて噴きたいと考えておりますので、
宜敷くお願いいたします。

〔旦会奉仕妻戸阜つ委員長小池繁治署
1．過去の当クラブの奉仕活動を想起し、継続すべ
きもの、或は建築物等について保存修理すべきも
の等について検討してみたい。

2．最近、特に都市環境整備が各地に見直されてい
る現実をとらえ、環境善化についての地域運動に
参加、又は広報にもつとめたい。（市民の森の会、

桜を守る会、内川整備、ゴミの持ち帰り運動）
3．公共建築物の完成、又はその周辺整備等につい
て行政とも連絡を取りながら、出来れば一つ大き
なプロジェクトにも着手したい。

（j少年奉仕委員会）委員長丹，誠四郎署

1．青少年の非行化が大きな社会問題になってから

久しい今日、青少年奉仕委員会としては、青少年
委員会、I・A、R・A・Cの3つの委員会の委員と
連絡を密にし、地域の青少年の健全な精神の高揚
を目的として、ロータリアンが出来得る最大の努
力をはらっていきたい。

2．その為にも、特にR・A・C、Ⅰ・Aの会員の数年
にわたる活動状況を見直し、各委員会が創立した
当時の経過を原点にかえってチェックしなおして
みたい。

3．今年は特に国際青年年の年に当り、青少年活動
月間を活発に活動していきたい。R・Y・L・Aの研
修会に参加し、これからの目標に向って実行して
いきたい。

⊂き＿計報告〕

1．鶴岡R．C．収支決算書　加藤和一君
（1984．7．1～1985．6．30）

別紙の通り
2．鶴岡R．C．収支予算書　　斎藤庄治君

（1985．7．1～1986．6．30）
一部修正の上、別紙の通り

〔ス　マ　イ　ル〕

佐藤友吉君　　仙台において第37回国土建設週
間にあたり、庄内から代表し、
局長賞を受賞しました。

佐藤英明君　　会員誕生、奥様誕生の記念品に
テレホンカードが採用されまし
た。

小林敏夫君　　事務所の改修が完成されました。
張　　紹淵君　　マッチドクラブのリンゼィ．ブラ

ウン夫妻より日本滞在中の歓迎
に対するお礼の電話がありまし
た。又、台湾より会報が届きま
した。

佐藤噸治君　　本年度会長に就任して。
秋野　　忠君　　本年度幹事に就任して。

（二亘垂互垂互套つ会長三井健君
緑豊かな町づくりのため、ぜひ皆さんの協力と入会
をお願いします。

⊂L＿竺」＿ヱ三つ
鶴岡西R．C．　桜井　　清君

瀬尾助三郎君
井上　　彬君
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（二＿ヱ三上旦旦二三つ

庄内国際青年祭の開催にあたって

21世紀を目前にして、国

際化の波が地方の都市や農

村にも押し寄せて来ている。

こうした新しい時代の変化

に適応し得る社会の創造と

草の根の国際交流を模索し

ながら、庄内の若者達は、

鋤8月に行われる国際青年祭

の準備に明け暮れている。

これは、日本の大学に留学している外国人学生達

をここ庄内に招き、地元の青年達と肌と肌のふれあ

った交流をしようというものである。現在までに、

20数ヶ国、80名位の留学生から申し込みが舞い込ん

できている。中華民国、タイ、マレーシア、インド

ネシア、インド、フイリッピン、シンガポール、ビ

ルマ……といった東南アジア諸国からの参加者が多

いが、他には、アメリカ、カナダ、チリ、ブラジル、

ケニア、アイルランド、ポーランド、オーストラリ

ア、パプアニュ【ギニア……と、五大陸にわたって

いる。

今まで、庄内を訪れた外国人は異口同音に、日本

山　口　吉　彦　氏

的な風土と自然に恵まれ、伝統的な文化や産業が息

づくこの地をとても気に入ってくれたし、我々にも

新鮮なインパクトを与えてくれた。

普段、大都会で学ぶ留学生達は、大学と留学生会

館との往復のみで、日本人との接触は余り多くはな

く、寂しい生活を送っているという。

今回の国際青年祭の趣旨に賛同し、留学生を積極

的に受け入れたいという家庭も100を越した。留学

生を一一一般家庭にホームスティ（民泊）させ、そこを

核として、青年のみならず、子どもから老人まで輪

を広げていく。庄内という大きな地に投じられた百

個の石の波紋が次第に広がり、共鳴し、増幅し、つ

いに一つの大きな輪になっていく。これこそ国際交

流と地域社会の活性化とが結びつく一つのきっかけ

となるかも知れないと、若者達は期待している。

宇宙時代を迎えて、人間は地球というバスに乗り

合わせた運命共同体、すなわち同一家族という認識

を持つに至った。庄内国際青年祭のスローガン「わ

れら地球家族」を地域の住民の協力のもとで、実現

させていこうと、青年達は日夜努力している。

告　　　　　　　　　　　　手紙の紹介。（後記）
佐藤順治者　　　　2．三井健さんヘルニアで入院。早い退院をお祈り

1．台中港区ロータリークラブ会長．黄さんよりの　　　致します。

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



3．今村哲さんの栄転による退会報告及び送辞、記

念品の贈呈がありました。

拝啓

失礼ですがお手紙で紹介致します。

私は1985～1986年度本クラブ第15居社長．

黄財東、ロータリーネームは（ランプ）です。

職業は電気工程器材の批発です。

中江さんのお手紙で、佐藤さんが私と同期の

会長である事を始めて分りました。今年度宜し

くお願い致します。

本クラブは7月1日に新旧任社長並職員の移

交式がおこなわれました。本居の職員は、

第1副会長並社務委員長　抱囲器（ア　ワ　ビ）

第2副会昆　　　　　　　　郭　肘（ビスケット）

秘　　書　（幹事）　　　陳安吉（サ　ン　ソ）

国際奉仕委員長　　　　　陳景福（トランク）

国際奉仕姉妹クラブ委員長　陳克己（スクール）

職業奉仕委員長　　　　　季長庚（テグロン）

聯誼委員長（親睦）　　　黄新木（プイ　ント）

叫察S・A・A（サーゼット）察栄冠（トイヤー）

第15週年慶祝大会準備委員長　何長景（オキロ）

来年の5月に15週年慶祝大会には貴クラブ会

員及び夫人様湧輝参加するようお願い致します。

では、簡単ながら御あいさつとして、貴クラ

ブの発展とお体を御大事にお祈り致します。

後でお手紙でもお互いに連絡しましょう。

黄財尭寄

7月17日

佐藤様

⊂幹事報告）　秋野　忠君

1．例会場所、時間変更

①　余目R．C．…8月2日の例会を、8月2日午後

0時15分、場所は余目中央公民館、登録料は

1，000円、公式訪問のため。

（参　余目R．C．…8月9日の例会をゆかた例会とし、

8月9日午後6時30分、場所は余目町商工会館、

登録料は3，000円。

④　鶴岡西R．C．…8月2日の例会を8月1日（木）

午後6時より納涼例会として、由良の益美荘に

て、登録料6，000円、多数のメイクを希望。

2．今村哲君（NHK）転勤に伴い、7月22日、中

国飯店に於いて送別会（メンバー21名出席）を行

ないました。その席上、金一封を頂戴しましたの

でスマイルします。

3．ロータリーの友事務局より「ロータリー日本60

年史」刊行、申し込みの依頼。

今村哲君退会の挨拶

新任地は東京、ニュース．デスクが新たな仕事だ

そうです。送別会のお礼と、新入会となります新局

長．坂本耕一氏の紹介をされました。私同様、友情

と歓迎のお願いがありました。

（ス　マ　イJL）

佐藤元伸君　　次男、三男の全国スイミング大

会の出場が新記録で決定して。

塚原初男君　　万作プレゼントのお礼としてビ
ール券をいただいて。

嶺岸光吉君　　念願の万作をいただいて、尚、

肝臓に良いそうです。

ビ　ジク　エ」

鶴岡西R．C．　児玉光弥君

1．例会変更→8月6日を8月8日に。ガバナー公

式訪問のため。

2．8月13日

○インターアクト地区大会報告

○会員スピmチ→三井賢治君、小池繁治君

○挨拶→伊藤久美さん（交換留学生）

3．8月20日

○会員スピーチ→白坂久君

楽しい旅のノウハウ

4．8月27日　交換学生歓迎
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〔‾会員スピーチ）

ア　メ　リ　　カ　新　事　情

（A newinformation for U．S．A）

この題名のごとく大それたものでなく、狭い目で

見た独断と偏見に充ちたものと考えて頂きたい。

1．単独アメリカ行

A．語学力に対する不安

B．地理不案内及び方向音痴

C．アメリカ人の気質、感情及び考え方に対する

無知

等の不安要素が多かった。

2．アメリカの友人

忙しい人だから、まず時間をとってくれるだろ

うか？　又、本気でこちらの話を聞いてくれるだ

ろうか？　古来アメリカ人というと大きい図体で

少々怖い様な、そして非情なというイメージがあ

った事も又事実である。これが全くの取り越し苦

労。そして自分のコンプレックスによる誤解であ

ることが分っただけでも大収穫だった。

3．ロータリークラブ例会への出席

6月13日（木）ニュー．ブランズウィックR．Cへ

出席した。正面入口の真申にわが鶴岡R．Cのバナ

ーがかかっていた。私を紹介するのに「恵の父で

す」と言うと、皆一様に「おい、MEGは今どう

している」と気にとめていてくれている事が嬉し

かった。ハインライン氏がどういう訳かスペイン

新　穂　光一郎　君

料理と日本料理を間違えた折も、笑いのうずの中

で、かえって座がもり上って和気あいあいという

雰囲気だった。とにかく優しく、気さくなロータ

リーの友人達はハッキリ「君は姉妹クラブの会員

だ」と言ってくれた。今迄何となくモヤモヤした

ものが、つかえていたものが私の中から消えてい

った感じだった。

ハインライン氏はラトガース．プレプ．スクー

ルの卒業式へ出席の為ということで早退したが、

4時間後その学校に行ってみると、彼は壇上で赤

いガウンを着てメインゲスト席へ坐って、遠くか

ら見てもなかなか立派だった。

彼の家へ3泊4日お世話になったが、その間、

ドイツ人夫妻、台湾からのロータリー奨学生、フ

ィリッピンからの青少年交換学生、それに日本か

らのアメリカへの留学生で、当日、英国のオック

スフォードへ留学に行く若い女性といろいろ客が

多いのには驚いた。これは彼が地区ロータリー財

団の委員をしているせいもあるが、とにかく身を

もって国際親善に努力している様だ。ここの家は

まあ女権が強いということで、完壁なアメリカ社

会の典型ではないだろうか。

4．トピックスとして

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



A．往復共飛行機の座席が49列。それと出迎えの

革がJ．F．Keunedyでも、成田でも茶色のミ

フージュ。

（但しアメリカではPlymouth Champ）

B．成田、ニューヨークで数人の相撲とりと会う。

アメリカではやはり小錦が人気者。

Sa11yis best！

C．当時最大のニュースはTWAのハイジャック。

D．ニューヨークの鯖やで前回世話になった後藤

氏と会う。

E．ニュージャージーの中のスーパー、魚屋を数

軒まわってみたが、日本の様な鮮度のいい魚は

皆無。

F．おいしかったものは、5番街の道端で買った

サクランボ、レストラン日本のソフト．シェル

クラブ（Soft Shell Crab）及びレストラン東

京の伊勢えびの洗い、それにオイスター－，バー

のチェリー．ストーン（生の蛤）

G．ニューヨークで三井玉男氏と加藤実氏と会う。

加藤氏は鶴岡出身でニューヨーク東芝製品販売

の所長として活躍している。ニューヨークも鶴

岡弁で話していると、何か鶴岡と近い感じを受

けた。

5．失　敗　談

A．日本へ帰る日、ホテルのフロントにバス停る

予定が停車してくれなかった事。

B．J．F．Kennedy空港でカウンターの間違い。

C．ニューヨーク行きバス停の移動

（二重二享二重二二套二二）
佐藤順治署

1．例会変更について

8月8日（木）はガバナーの公式訪問があります

ので、忘れずに出席して下さい。従って8月6日

（火）は例会ありません。

2．8月8日（木）午後2時～4時の間、第2回クラ

ブ協議会がありますので、理事・役員・各委員長

は必ず出席して下さい。

3．分区代理和嶋茂男さんよりご依頼の件、去る9

6．終　り　に

NewJerseyからStatenIslandそしてLong

Islandの空港迄夫妻で出迎え下さり、かつ3日

間も残債な私をホームステイさせて下さったハイ

ンラインさん。市長より忙しいと言われているド

ンガターズ氏は時間をさいて丁寧に説明してくれ

た上、一夜ハイアット．リージェンシーの宿泊迄

面倒を見てくれるし、市の幹部職員であるリチャ

ード．キーフ氏は自分の車でプリンストン迄連れ

て行ってくれるし、本当に素晴らしいアメリカの

友人達だった。又、ニューヨークで世話になった

東芝の三井さん、加藤さん、更に大日本インクの

八尾さんや。レストラン東京の小平さんのご好意

あふれる話を聞けて大変ラッキーだった。肩に力

を入れず卑屈にもならず、自分の素直な気持ちを

保って接していくことがコミュニケーションのあ

る旅行になること、他人への迷惑を考えれば、あ

とは全く自由気健に振り舞えることを理解出来た

旅であったと思う。

N．B市再開発モデル（左）ハイアットホテル

（右）J＆J本社

月22日（日）庄内分区Ⅰ．G，Fの第1分科会「国際

化時代を迎え、ロ【タリアンは地域社会で何をす

ればよいか」のアドバイザーを推薦して貰いたい

とのことで、中江亮さんを推薦しましたところ、

本日、分区代理より正式に委嘱状が参りました。

4．8月6日（火）11時30分より8月定例理事会を開

催致します。

今年度の重点目標の1つであります会員増強につ

いて会員の皆様にお願いを申し上げます。16名の増

強は誠に至難なものがあります。担当委員会のご告



躍は勿論でありますが、皆様方1人1人のご協力を

心からお願いするものであります。

それには先づ「充嘆・末充填職業分類一覧表」を

ご覧頂きたい。これを見ますと、正会員、シニア会

員の該当なく全くの空欄の分類名が沢山あるのが分

るでしょう。この欄を充填するのが第1であります。

次に、「正会員は自分と同じ職業分類の実業また

は専門職業に現実に従事している者をもう1人正会

員に推薦することが出来る」ことになっております

ので、これは正会員のみにお願いするのが第2であ

ります。

次にシニア．アクチブ会員の従事している職業の

職業分類の下に、有資格者を入会させることが出来

るのであります。

こういうふうに「職業分類一覧表」を見ますと、

増強の余裕はまだまだ沢山あることがわかると思い

ます。

この成果は、皆様方のご協力如何によってきまる

わけです。よろしくお願い申し上げます。

（亘＿旦旦＿旦）秋野　忠君

1．例会時間・場所変更のお知らせ

温海ロータリークラブ

8月5日（月）→2日（金）に変更

納涼家族会のため

点　鐘　6時30分

場　所　鼠ヶ関ビーチセンター

8月12日（月）→10日（土）に変更

ガバナー公式訪問のため

点　鐘　12時15分

場　所　滝の屋旅館

酒田東ロータリークラブ

8月8日（木）→6日（火）に変更

ガバナー公式訪問のため

点　鐘　12時30分

場　所　酒田産業会館　第1会議室

鶴岡ロータリークラブ

8月6日（火）→8日（木）に変更

ガバナー公式訪問のため

点　鐘　12時30分

場　所　鶴岡産業会館　5Fホール

引き続いてクラブ協議会開催

〔旦阜阜亘亘〕　佐々木詰彦署

先日の例会時に子ども電話相談についてお話をい

たしました。その後学校に配布したところ、毎日の

ように電話がかかって参ります。8月15日に相談下

さるようお願いしておりますが、その中で、女の方

の電話でないといやだという方がおり、私が電話に

かかりますと、男かと云ってガチャッと切ってしま

います。そういうことでございますので、一つお願

いがございます。皆さんから美しい声の奥様、お嬢

様方を8月15日におかし願いたい。電話をとって、

「こちら、子ども電話相談です」と云っていただく

だけで結構です。ぜひ紹介をしていただきたい。次

の例会まで候補者がございませんと、こちらからご

指名をさせていただきます。ぜひとも4名位の御協

力をいただきたい。また、YTSさんのご協力によ

り8月15日取材をしていただく予定になっています

ので、カウンセラーの方はぜひご出席願いたい。更

に、NTTさんより電話器をおかりして、にぎやか

に催したいと思っています。もう一つのねらいとし

ては、ロータリアンの万においでいただき、テレビ

に写していただき、すべてスマイルの対象にいたし

たいと考えておりますので、特段のご協力をお願い

申し上げます。

もう一つのお願いですが、子ども電話相談のチラ

シが若干残っております。お店をおもらでガラス窓

が外側に面している万、または子どもと関係のある

お店の万お持ちいただいて貼っていただきたい。

⊂しこ＿上．互〕

藤川享胤君　アメリカ旅行の際、旅行保険に

加入したため、病気の治療をカ

バーすることが出来ました。



（ビ　ジ　L＿二〕

鶴岡西R．C．　菅原隼雄君．三浦正志君

阿部光男君．井上　　彬君

＃十・十◆・★り‥一ト●

⊥　ロータリー教室（2）
◆▲ヰ‥一寸∴十■九・′

（第1314回例会会報より続く）

日曜日

「見つけよう　奉仕の新生面」

カンザスシティ・ロータリー・クラブのチャーリ

ー・ラス氏が指揮する、はつらつとした合唱に次い

で、1985年国際大会委員長、ミカエル・ペドリック

氏が開会宣言を行いました。イリノイ州、ロックフ

ォード救世軍楽隊がメキシコと米国の国歌を演奏し

ました。次に、ペドリック委員長が、極上の1985年

国際大会委員を紹介しました。委員は次の万です。

：元副会長のA．H．ロイス・アベイ氏（オーストラ

リア、エセンドン・ロータリー・クラブ）；元地区

ガバナーのゲルソン・ゴンサルブス（ブラジル、ロ

ンドリナ・ノルト・ロータリー・クラブ）；元地区

ガバナーのアントニオ　P．タムブンテイング，Jr．

氏（フィリピン、マカティ・ウェスト・ロータリー

・クラブ）；元地区ガバナーのキム・フォン・ウィ

ーゼンブルグ（フィンランド、スオネンヨキ・ロー

タリ【・クラブ）。

国際大会のプログラムが採択され、次いで、ミズ

ーリ州知事、ジョン・アッシュクロフト氏とカンザ

スシティ市長のリチャード　Lノヾ－クレー氏が、国

際大会出席者に歓迎の辞を述べました。

カルロス・カンセコR．Ⅰ会長は、開会の辞で、ロ

ータリー史には5つの偉大な記念すべき出来事があ

った、と述べました。

第1の出来事は、1910年に、カナダのウィニペグ

ロータリー・クラブが設立され、ロータリーが国際

的になったことです。

「ロータリーが国境を越え、海外に飛躍して行かな

なかったなら、皆さまの半分は現在この場にいなか

ったでありましょう」と断言しました。「ロータリ

ーは組織の骨組を変えました。私達は、この記念す

べき歩みを引き継いでいます」

第2は、ミズーリ州セントルイスでR．Ⅰのロータ

リー財団が発足したことです。「1年後には、カン

ザスシティ・ロータリー・クラブから財団に初めて

小切手が寄せられました。寄付ではなく投資で、26

ドル50セントの小切手です！」とカンセコ会長は報

告しました。

第3：デンマークで青少年交換が始まったこと。

第4：保健、飢餓追放および人間性尊重（3－H）

プログラムの発足

第5：3－Hを通じて、ポリオを撲滅するために

1980年にスタートした運動。

次いで、国際大会の公式写頁の撮影が行われ、そ

のあと、檀上の三つの大スクリーンに、80日間世界

一周という古典的映画のテーマが写し出されました。

この映画の喜劇俳優は、メキシコの俳優、カンテイ

ンフラス（マリオ・モレノ氏）で、メキシコ・シテ

ィのアナウアク・ロータリー・クラブの名誉会員で

す。カンセコ会長はこう言っています。「カンテイ

ンブラスはメキシコのチャーリ【・チャップリンと

して有名で、喜劇俳優でなくユ【モア俳優です。ユ

ーモアのある人とは、人生哲学を持った人で、自分

の哲学を理解してもらうためにユーモアを駆使します」

次に、カンセコ会長は、「カンテインプラスが、

映画を通じて、人々に勇気を与え、個人および社会

を向上させた、その功績」をたたえてR．Ⅰ会長賞を

贈りました。さらに1984－鮎年度R．Ⅰ投資諮問委

員会委員長である、メキシコ、タンピコのバhトン

E．グロスマン氏が、ポール・ハリス・フェロー賞を

贈りました。

索次回へ続く
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（ゲストスピーチ⊃

公　　式　　訪

ガバナー訪問の目的は皆

様方の友達として相談相手
としてやって来た事を冒頭

に申し上げます。
アメリカのウィルソン大

統領は2時間のスピーチは

即座に出来る。30～40分の

場合は1時間～2時間の時
間がほしい。5分位のスピ

－チは2週間位の時間が必要だと申しました。私に

は20分～18分のスピーチの為にはもっと準備が必要

だったかもしれませんし、連日の公式訪問の為、時

間が少し足りなかったかもしれません。

私が商社に入社して間もない頃の話でございます。

若い支店長でバンコックの支店長に栄転された万か

ら直接聞いた話ですが、もちろん戦前の話でござい

ます。赴任して間もなく大洪水が起こりましたが、

処置に因り本社に伺いをたてた処、返事はtt古老の

言を聞げ’だったそうであります。早速古老をさが
してアドバイスを受けて処置した為に、最も少い被

害ですんだという話であります。支店長独自の判断
で処置をしていれば莫大な損害が出ただろうという

事でした。ロータリーに於いても必ずわからない事

が出て参るものでありますが、こちらのクラブの様

に大変恵まれておりまして、若々しいメンバーとア

ドバイス出来るメンバーとのバランスが良く、古い

伝信あるクラブで誠にうらやましい限りであります。
17回目のガバナー訪問でありますが、私自身の体と

頭の使用状態がアンバランスで困っております。当
クラブの石黒バストガバナーを常々心から尊敬致し

ております。又、本日はその他のすぼらしい方々に

お目にかかれて大変うれしく思っております。

貴クラブの例会日を変更していただき、ガバナー
として誠に心苦しく思っております。

私がオーストラリアの印象は、日本での給料の7

間　　挨　　拶

RJ．第253地区ガバナー　松　永　輝　彦　氏

倍位もらったのですが、それなりに物価も高く、そ
れ程余裕がなかったと思います。

私の学生時代からの希望は車の運転を自由にして
みたいと思い、英語で話せる様になり、良い妻にめ

ぐりあいたいと考えておりました。

車の運転はオーストラリアで取得しました。始め

てシドニーに着いた時、何んで世の中は不公平なの

だろうかと思いました。それは世界三大美港に数え

られている港を当時の日本人の私がびっくりしたの

は当然の事でございます。きっそく英語の勉強にと

港にいる男に話しかけてみて色々と話しているうち
に、彼はtt私に与えられる何物かないが”と言うの

です。又しばらくたってから友達にドライブにつれ

ていってもらう途中、なにげなくタバコの吸いガラ

を車からポイと捨ててしまった時、それまで大変親

切な友達であった彼が大変な剣幕でおこりました。

自分としては多少悪いとは思ったが、そんなにまで
おこらなくてもと思いましたが、オーストラリアに

おいては山火事の危険がある行為は大変な罪悪で、

道徳的に絶対に許されない事なのでした。或る時、

海岸に行った時は空ビンの切れはしがつきささって

おり、オバサン達が大勢で騒いでおりました。当時

の日本とオーストラリアの違いを見て、いずれは日

本もオーストラリアのようになるのかなと考えてお

りました。当時のオーストラリア．ハイウェーは、

1933年の世界大恐慌の時に建設したものだと聞きま

した。私はその時4年間と、あとで6年間オースト

ラリアに行かされました。

日本も最近急速に発展をとげて、国際化の時代を

迎えた故ですが、我々ロータリアンもⅠ．G．Fのテ
ーマIt国際化時代に於て地域社会で何が出来るか”

を差し上げましたが、地域社会に於て国際化時代に

対して行動を起していただく事を希望しまして、ス
ピーチを終ります。

ありがとうございました。

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



（至‾長報告）佐藤順冶署
○庄内国際青年祭が8月1日午後6時より鶴岡市公

民館で開催され、私も招待され参加して参りまし

た。20数ヶ国より約80名の留学生と地元約200名

の青年男女が出席し、斎藤市長始め多くの来賓も

参加し、盛大に開催されました。当クラブより大

会場とホームステイ間の送り迎えに協力していた

だいた方々に感謝申し上げます。佐藤友吉君、佐

々木志彦君、三井徹君です。

○山形R．C．創立35周年記念式典に参加しました。

8月4日（日）山形グランドホテルに於て

11時点鐘～12：00

記念祝賀パーティー　13：00終了

同日山形行きの汽車の中で松永ガバナーと酒田ク

ラブの佐藤会長と一緒で、思いもかけないガバナ
ーと話し合う機会を得、幸せな一日でした。

第2回定例理事会
○坂本耕一さん（NHK局長）の入会が承認されま

した。

○田川支部第37回中学校高校英語弁論大会が9月19

日午前9時から午後3時まで、鶴岡市第3学区コ

ミュニティーセンターに於て開催されますので、

例年通り後援する事に決定。

トロフィー3個、賞状等。

田川支部長阿部清三先生より依頼状が参りました。
○染野檀君、匹田良平君、三井健君の3名に御見舞

を差し上げる。

○地区大会に、入会2年以内の会員の方々から参加

してもらうように勧誘する。

〇台中港区扶輪社創立15周年記念式典に参加する方

向で決定しました。
○国際青年祭についての協力金は2万円を寄付致し

ます。

〔幹事報告） 秋野　　忠君

1．東京R．C．より会報到着

2．遊佐R．C．より会報、活動計画書到着

3．ロータリー米山記念奨学会より寄付金の明細書

等が届いています。

（委員会報告）

（親睦活動委声阜つ　佐藤　昇署
会員誕生

三井賢二君．佐藤陸男君

庄

常

三井　　徹君

奥様誕生
三井　　章（健）様．阿蘇幸子様

藤川一子様．布施和子様

手塚峰子（林治）様．吉野英子様
バースディケーキは合同食品さんより直接自宅

にお届けします。

（画）斎藤　昭署
ロータリーの友8月号の29ペ】ジに松永輝彦ガバ

ナーのtt地味な感激”が寄稿なされております。ぜ

ひ読んでいただきたいと思います。

（二直垂享亘亘つ　松田貞夫宕
7月100％出席　55名

秋野．阿蘇．張．藤川．早坂．布施．飯白．石井．

石川．石黒．板垣（俊）．市川．飯野．川村．黒谷．

小池．皆川．斎藤（庄）．加藤（賢）．塚原．忠鉢．
三井（賢）．嶺岸．迎田．諸橋．松田（貞）．松田（士）

中江．中野．中田．佐藤（忠）．佐藤（噸）．佐藤（衛）

佐藤（友）．佐藤（元）．新穂．菅原．鈴木（善）．
鈴木（弥）．佐藤（英）．佐々木．斎藤（昭）．白坂．

高橋．丹下．津田．手塚（林），富樫．高田．内山．

若生．山口．吉野．関原．斎藤（隆）

⊂吏三二三：亘つ
布施隆夫君　　荘内日報社の伸び行く荘内の企

業に顔写真入りで掲載された

松永輝彦ガバナー　鶴岡R．C．を訪問して

嶺岸光吉君　　会報の部数が一部不足して

佐藤元伸君　　東北中学水泳大会に於て次男が
2種目に優勝

佐藤噸治会長　　ガバナ【の公式訪問が無事に終
ることを祈念して

張　　紹淵君　　8月8日はパパの日にちなんで

石黒慶之助バストガバナー

松永ガバナーの訪問に感謝して

⊂亡妻二と三二）
酒田乗R．C．　R．Ⅰ．第253地区庄内分区代理

和嶋茂男君

鶴岡西R．C．　八幡屋二君．児玉光弥君

君
君

男
則

嘉
道

司
探
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（＿阜員スピーチ）

私　　　　の

戦争と云っても、戦後の人々には想像することす

ら不可能であろう。我々が祖先から引き継ぎ、更に

これを子孫に遺さねばならない日本人の国を「わが

租国」と呼んだ。最近はその文字も見かけないし、

又、耳にもしなくなった。

マスコミが先頭に立って愛国思想の批判をしてい

る昨今である。戦争のない世界がいつの日か来るで

あろうか。雑多な民族が、それぞれ形成し、この地

球上にそれぞれの勢力圏を延ばしている限り、戦争

はなくなることはないであろう。その手段として、

武力に訴えることは減少しても、民族自衛の為の画

策が政治、経済等あらゆる面で未来永劫続いていく

であろう。

私の従軍先は印緬国境の「インパール作戦」であ

った。戦争は人間同士の苛酷な殺しあいである限り

まきに悲惨である。その悲惨さに於て必ず指を屈す

るのが、南太平洋の「ガダルカナル島」と西の「イ

終　　　　戦

井　賢　二　君

ンパール戦線」である。

難難も辛苦も既に妄却の彼方である。ただ思い出

を話すのみ。

藁以下、黒板を使い地図を書いて詳細にスピーチ

していただきましたが省略させていただきます。

（会長報告〕 佐藤順治署
1．ガバナー公式訪問

去る8月8日（木）ガバナーの公式訪問予定通り

終る。当日は火曜日でもなかったのに出席率は優

秀でした。皆さんのご協力に感謝申し上げます。

但し、引き続きのクラブ協議会に無断で欠席した

委員会が3委員会ありました。今後は充分注意し

ていただきたいと思います。

2．松永ガバナー歓迎会

10日温海クラブを最後に庄内分区内全クラブの

公式訪問が終りましたので、同日午後5時より酒

田市のホテルリッチ酒田で分区代理を始め各クラ

ブ会長・幹事だけのガバナー歓迎会を実施致しま

した。

3．去る8月10日11時より新海町禅竜寺において

行われました故佐藤伊和治氏の葬式に参列して参

りました。当クラブより1万円のご香典を差し上

げました。

4．伊藤久美さんを送ることば

今回伊藤久美きんがアメリカへご留学なされる

について一言お祝いの言葉を申し上げたいと思い

ます。

誰でも行けるものではありません。先づ「お目

出度う」と申し上げます。

選ばれて留学が決定になり、愈々出発も間近か
に迫って参りました。

ご本人にとりましては初めてのご経験でもあり

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



今迄になかった大きい期待と、又何とも言い表わす
ことの出来ない不安感をも感じているのではないか

と思います。

当クラブでの過去の実績から見ますと、何人もの

青年男女がアメリカ、或はオーストラリア等に今の

久美さんと同じようにして留学され、皆さん夫々大

きな成果を修められ元気に帰国しております。

又、逆にアメリカやオーストラリア等からの留学

生も何人かお世話しておりまして、これまた大変喜

ばれているところであります。

又、この8月23日にはアメリカよりジュリーとい

う名前の留学生が来ますし、久美さんと同じように
一年間当クラブでお世話することになっております。

このように、今日は正に国際化時代と申し上げて

も過言ではありません。鶴岡クラブだけではありま
せん。どこのクラブでも何年も前から多くの青年男

女が外国を対象に行ったり来たりして一年間勉強さ
れまして、国際的視野を広め、国際的な平和と親善
に貢献してきたのであります。

だから久美さんも何等心配することなく、安心し

て出発して下さい。

ただ、よく聞くことですが、年半ばにしてホーム

シックにかかること等あるそうですが、たった一年

間です。途中でくじけることなく最後迄頑張って、
大いなる成果を修められることをご期待申し上げま

（幹事報告）副幹事松田士郎署

○回覧

1．酒田R．C会報

2．温海R．C活動計画書・活動報告書

3．分区代理和嶋茂男氏より松永ガバナー公式

訪問終了にともなうお礼
○例会変更

1．酒田R．C→8月14日午後0時30分を午後6

時より、ゆかた例会のため。場所、ホテル
リッチ酒田。登録料は3JOOO円。

2．酒田東R．C→8月22日午後0時30を午後6

時より、ゆかた例会のため。場所、酒田産
業会館屋上ケヤキ。登録料は3，000円。

○年次大会

1．第252地区10月19日（土）．20日（日）

宮古市市民文化会館　登録料15，000円

2．第263地区10月19日（土）．20日（日）

高山市市民文化会館　登録料12，000円
○認証状伝達式　天童東R．C　9月29日（日）

天童温泉滝の湯ホテル　登録料10，000円
〇第253地区山形県庄内分区インターシティ．ゼネ

ラル．フォーラム→9月22日（日）午前10時から

酒田勤労者福祉センタ【
○全国の会員名簿を必要な方は事務局まで。

（委員会報告）

（国際青少年計画車重〕若生恒吉君
バミューダからの交換留学生（女子）が8月23日

に成田に到着予定です。もう1名のホストファミリ
ーが未定ですのでよろしく御協力下さい。

派遣交換留学生の伊藤久美さんが父親の勝幸さん
と一緒に挨拶にお見えになりましたので、会長メッ
セーヂャーバナーを託し、銭別を差し上げます。8

月18日出発予定です。

派遣交換留学生伊藤久美さん挨拶

初めまして、今度皆様方
の御好意によりアメリカの

ペンシルバニア州のノーサ

ンプトンという町に1年間

留学させていただく事にな

りました伊藤久美です。
その町はニューヨーク市

から西90マイルに位置する

小さい町で、私が入学する

学校は州立高校でノーサンプトン．エリア．シニア．
ハイスクールに入る事になります。言葉や習慣の違

いを気にせず、積極的に参加し、向うの皆様と仲良

くし、楽しい1年間を過せるようにしたいと思いま

す。又、自分をあらためて見つめなおして、これか

らの将来に生かせるようにしたいと思います。

ありがとうございました。

（」ントアクト委員会）中田敏和君

インターアクト年次大会参加報告

第20回のインターアクト年次大会が8月5日～7

日迄、場所はいわき勿来R．Cのなこその関荘という

所で開催されました。当地区からは高専と鶴西、温
海高校が参加し、私も参加して参りました。盛大に
成功裡に大会が行われました。次回（第21回）は温

海高校がスボンサ…クラブとなる予定です。

⊂をマ　イ　ル）
張　　紹淵君　　故佐藤伊和治氏の冥福を祈り、

生前口一夕リーを通して家族ぐ

るみで大変お世話になりました。

松田士郎君　　幹事の練習をさせてもらって。

（ゲ　ス　ト〕

伊藤久美　さん　（交換留学生）
伊藤勝幸氏　（仝上父親）
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し室員スピーチ）

楽　し　い　旅　の　ノ　ウ　ハ　ウ

先日、プログラム委員長さんより「楽しい旅のノ

ウハウ」と云う題で会員スピーチをやるように云わ

れまして、何をお話ししたら艮いかとあれこれ考え

ていましたところ、先週皆様ご存じのJALのジャ

ンボ機の大事故が起りまして、「楽しい旅」のお話

どころでなくなってしまい、何をお話ししていいの

か困ってしまいました。この事故の件につきまして

は、テレビや新聞で皆さんもその後の情況は良くご

存じの事と思いますので、ふれませんが、航空機事

故としては今までにない最大の事故ではないかと思

います。亡くなられた方々に心より哀悼の意を表し

たいと思います。

「旅」と云いますと、いつごろから始まったのか

定かではありませんが、そもそもはお伊勢参りとか、

琴平詣でと云われるように、神社・仏閣へのお参り

から始まったのではないかと思います。現在でも神

社・仏閣への参拝旅行は修学旅行やその他の旅にも

見られるように、根強いものが残っております。

その後、明治の始め（明治5年）の新橋、横浜間

の鉄道の開通に始まり、又、戦後は新幹線の開通に

より、国鉄の発達とともに旅行はますます盛んにな

ってきた訳です。

旅行を形態別にみてみますと、昭和30年代には、

たとえば「ノーキョー」の名に代表されるように団

体旅行が活発になり、主流をなしておりました。こ

白　坂　　　　久　君

れは、旅行の不馴れや手配の不便さや、又、団体旅

行参加への手軽さからかと思います。それが昭和45

年の大阪万博になりますと家族旅行、個人旅行が発

展してまいりました。更に現在では、名所旧跡や風

光明媚な観光地を見て歩くだけの観賞型旅行ばかり

でなく、テニス、サーフィン、ヨット、スキー、ゲ

ートボール、ゴルフなどのように行動する旅行や、

又、地域の伝統工芸、陶器作り、こけし作りなど、

白から体験する旅行等、個性化、多様化してまいり

ました。

又、今後は情報化社会の発展にともない、家庭に

居ながらにして観光地のいろいろな情報、たとえば

桜の開花時期、お祭りの日時等が得られ、キップや

航空券、旅館なども自分で予約出来る時代が間もな

く来ようとしております。旅行業者に依頼する必要

がなくなる訳です。私共旅行業者としては、大変な

時代になろうとしています。

又、お手許におくぼり致しました資料にもありま

すように、「運輸機関別に見た旅行行動」ですが、

やはり鉄道利用は減少しており、遠距離については

航空機、近距離については道路網の整備の発達にと

もないバス旅行、マイカー旅行が増大しております。

一方、先程のJALの事故ではありませんが、事

故率と申しましょうか、事故の発生率はどうかと申

しますと、航空機では10万飛行時間で0．13回の割合

あなたが鍵です－会員増弓封こご協力を／



と云いますから、仮りに山形一羽田間片道1時間と

して、100万回乗って1．3回の割合です。

鉄道ではどうかと申しますと、100万丘鷹で0．08回

の割合と云いますから、鶴岡一上野間約460足腰です

から、往復1，000毎として1万回乗って0．8回と云

う割合です。この率が高いのか低いのかは別と致し

まして、100％安全でないのは事実です。

皆様方も今後も旅行の機会も多くあると思います

ので、楽しい旅をしていただき、ご家族にも安心し

ていただけるよう、万が一の事を考えて、旅行の出

発前には旅行傷害保険、航空傷害保険等を掛けてい

ただいた方が安心して旅行が出来るのではないかと

思います。（保険も大事な旅仕度）

何か「楽しい旅のノウハウ」というテーマでした

が、航空機事故にこじつけたようでしたが、これで

終らせていただきます。失礼致しました。
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図－3　道路交通量の推移

資料：日本道路公団

（二互亘二重亘二）佐藤順治者　；崇、‡慧≡芸≡‡言二子≡；芸≡…：芸去…£

1．13日、例会終了後幹事と2人で病気欠席者をお　　　　る由。クラブ例会にも出席することと思います。

見舞いしてきました。染野さんは大変お元気にな　　　2．8月15日の教育110番は子供達だけを対象にし
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報告があるかと思います。

本日は恒例の相談日でありますので、菅原さん

佐藤元伸さんはそちらの方に行っております。

3．ホストファミリーお願いの件

まだ一家族だけ決っておりません。留学生も来

る8月22日来鶴することになっておりますので、

なるべく早く決めなければなりません。個別にお

願いに参上致しますので、その節は何とぞよろし

くお願い申し上げます。

尚、留学生本人についてわかる範囲のことをお

知らせ致しますので、参考にして下きい。

間もなく来日する留学生ジュリーについて

父親の仕事はヘアードレッサー

母親の仕事は会計士

兄弟は弟1人で15才

バミューダ島は大西洋の小さな島ですが、とて

も景色の良い処で、人口は6万人位だそうです。

この島は観光産業に依存し、一般に生活水準が高

い。

それで、「私は島の美しきと島民の人情味につ

いても話をしてみたい。又、島の歴史、政治、学

校の制度等にも、又、我々島民とイギリス本国と

の関連等についてもお話をしてみたい。お世話に

なる家族の方々は、自分を家族の一員として取り

扱ってくれることを望みます。そして私は、家族

活動に是非参加したい。若しお世話になる方が興

味あるならば英語を教えたい。バミューダの家族

についてもお話しをしたい。私は日本語を習いた

い。又、日本の国や文化についても勉強したい。

又、新しくつき合うお友達をつくり、人生と人類

について、より広い知識を持って一年間を終りた

い。私の将来の計画、抱負は、カナダの大学で歴

史か社会科学の勉強をして学士号をとりたい。そ

して、後々はバミューダに帰って農場の仕事をし

たい」と言っております。

又、担任の先生は、「大変優れた、知的水準の

高い、而もマナーの良い子である。ロータリーの

交換留学生として推薦するに相応しい学生であ

る」と言っております。

4．臨時理事会開催の件

例会終了後この会場で臨時理事会を開催したい

ので、各理事残って下さい。

（幹事報告）
秋野　　忠君

○国際ロータリー第253地区山形県庄内分区インタ

ーシティ．ゼネラル．フォーラム開催のご案内

日　時　　9月22日（日）午前10時

場　所　　酒田勤労者福祉センター

〇第256地区年次大会

日　時　10月12日～13日

場　所　　群馬県民会館

○例会終了後臨時理事会開催

○講演会のご案内

日　時　　8月26日（月）午後3時～5時

場　所　　鶴岡市文化会館

「庄内空港建設に伴なう

地域経済の活性化について」

（新会員紹介）
庄司嘉男君

前のNHK鶴岡放送局の今村局長さんの後任で、、

坂本耕一さんです。

昭和7年4月16日の誕生日です。勤務先はNHK

鶴岡放送局の局長さんです。以前は報道局でお仕事

をなされておりました。奥様は美嘉子さんです。日

大の芸術学部を卒業しております。趣味はハイキン

グ、登山、映画鑑賞等です。前局長さん同様よろし

くお願い申し上げます。

（頂会員挨亘⊃
板本耕一看

生年月日　　昭和7年4月16日

勤務先　　NHK鶴岡放送局局長

家　　族　　妻　美嘉子

趣　　味　　ハイキング、登山、映画鑑賞

只今ご紹介いただきました坂本でございます。鶴

岡ロータリークラブの厳正なる審査にパスさせてい



ただき、本日より出席させ

ていただきました。よろし

くお願い致します。

只今ご紹介いただきまし

たように、前は東京の報道

局の映像資材部に勤務して

おりました。映像資材部と

は、ニュースカメラマンの

集まった集団でありまして、ニュース、NHK特集

あるいは海外取材等のその中心に居た訳であります。

こちらに転勤して間もなく、日航の事故がありまし

て、うちのニュースが他に負けずに放送されるかハ

ラハラしており、胃の痛む思いが致しましたが、お

かげさまで、あの事故に関するニュースは、皆様に

良くお伝えできたのではないかと若干ホッとしてお

ります。

ご縁がありまして鶴岡に参りましたが、東北では

郡山で3年勤務した事がありますが、私の今までの

勤務では云ってみれば、北限で仕事をさせていただ

く訳であります。

来てみまして大変びっくり致しました事は、皆様

の放送に対する期待が大きく、広い敷地と建物、局

舎がありまして、目下ガランとしておりますが、こ

れをどのように使って地域の皆様に還元して行くか。

と同時に、協会の置かれている厳しい仕事の中で、

活き活きとした形での局舎の運営をやっていかなけ

ればならないと考えており、私に課せられた仕事の

大きな一つであり、とは云いましても、鶴岡放送局

は庄内でのNHKの大きな窓口であり、出来るだけ

鶴岡を中心とした庄内のニュースや情報を山形、仙

台、東京等へ出して行くという仕事を行なっていき

たいと思っております。前の今村も大変お世話にな

りましたが、私もそのつもりでおりますので、ロー

タリアン精神に徹した形で皆様とおつきあいをさせ

ていただきたく思っておりますので、情報に関する

事がありましたら仲間に入れていただき、放送と云

う仕事を通じて皆様と共に、庄内の発展に寄与した

いと思っておりますので、どうかよろしくお願い致

します。

〔盲盲盲頂至⊃

（米山奨学会委員室つ
嶺岸光言寄

本日は米山奨学会協力の日です。今日は特に7名

のビジターの方々からもご協力いただき総額15，330

円です。大変ありがとうございました。

（国際青少年計璽車重）
若生恒吉看

先程会長報告にもありましたが、まだ十家族が決

まっていません。皆様の協力をお願いします。なお

来週の例会は、交換学生歓迎会を予定しております。

又、計画として、日本のお祭りやその他の行事等を

紹介したいと思っておりますので、その折は皆様方

のご協力をお願い致します。

（ス　マ　イ　ル〕

庄司嘉男君　　本日は私の誕生日です。

秋野　　忠君　　前回の例会を欠席し、次期の幹

事の松田さんに変っていただき

ました。

石黒慶之助君　　私の息子がロータリアンになれ

るまで健康であったことに感謝

します。

（ビジク　エ〕

酒田R．C　　　小松三雄君

鶴岡西R．C　　八幡慶二君．桜井　　清君

阿部光男君．井上　　彬君

鈴木昭吾君．石黒慶一君



1322 19さ5（昭60．8．27）　　　　晴　　　　32

出席報告：会員71名　出席53名　出席率74．65％　前回出席率76．06％　修正出席数63名　確定出席率90．14％

交換留学生ジュリーに歓迎の挨拶

ジュリーさん、ようこそおいで下さいました。

初めて見る鶴岡というところの感想は如何であっ

たでしょうか？　濃い緑に儲まれた、両もこじんま

りとした美しい都市と思われましたか？　それとも

汚れた内川の流れを見て、あまり感じのよくないと

ころとでも感じられましたでしょうか？

然しながらあなたは、あなたが好むと好まざると

にかかわらず、これから1年間は当地に滞在して勉

強することになっておるのです。だからあなたは、

「この鶴岡というところは環境もよく、人情味豊か

な、とても住みよいところであるJ　と思った方があ

なたにとって幸わせな一年間になるのではないかと

思われます。

鶴岡とはほんとうに良いところでありますので、

是非共そういうように思って下さい。

この国には「郷に入っては郷に従え」という言葉

がありますが、これは、たとえば「日本人が英国に

行ったら英国の風習に従え」ということで、「英国

から日本に来られたあなたは、日本の風習に従いな

さい」ということであります。

佐　藤　順　治　会長

あなたが一番不便に感ずるのは言葉のわからない

ことだと思います。又、食事のことなど、たとえば

箸の使い方など色々あろうかと思いますが、なるべ

く早く当地の風習になじまれ、沢山のお友達をつく

り、生き甲斐のある楽しい毎日を送ってほしいと思

います。

又、当地方には色々の名所・旧跡等、英国にはな

い色々の珍しいものが沢山あります。その内、人情

味豊かな当ロータリークラブ会員の皆さんから連れ

て行って貰えると思いますので、楽しみにして待っ

ていて下さい。そして日本の、又当地方のほんとう

の良さを認識して下きい。

そして、やがては日本と英国との平和と理解と、

更に親善のかけ橋になって下さるよう期待するもの

であります。

当地は気候なども英国と違うことだと思いますし、

お身体には充分気を付けられ、間違っても病気にな

どかからないようにして勉強も頑張って下さい。

本日初めて当クラブの例会に出席されましたので

クラブを代表し一言歓迎のご挨拶を申し上げました。

ジュリー．エリザベス．マックレー　挨拶

名誉あるロータリークラブの皆様方へ、バミューダ　　　私は1年間ここで勉強できることを非常に光栄に

は大変美しい処です。鶴岡も又大変美しい都市です。　思っています。そして、この1年が私にとって幸運

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



な年になることを確信しております。

どうもありがとう。

ジュリーの横顔

学生名　ジュリー．エリザベス．マックレー

出身校　英国領（大西洋）バミューダ畠　バゲット

学　校　バミューダ女子高等学校

父　　デビット．オーチン．マックレー　美容師

母　　ウィニフィド．A．マックレー　　会計事務員

弟　　デビット．チャンス．マックレー　学生15才

生年月日　昭和42年3月17日

血液型　0型RH十

スポンサークラブ

第723地区セントジョウジクラブ

会長　ロドニ【．R．リチャードソン

（会長報塞⊃
佐藤順治者

1．8月20日臨時理事会の報告

G．S．E地区計画について

つまり、研究グループ交換ということでありま

すが、当クラブより木村日出夫君を申請するこ

とを承認してもらいました。これについての内

容はガバナー月信第1号に載っております。

1．チームリーダー1名（ロータリアン）

メンバー5名（25才～35才の男子）

2．組合せ地区　676地区テネシー州西部

3．期　　　間　派遣1986．5．1へ′6．15

（地区大会　5．15）

4．費　　　用　チームの往復旅費はR．Ⅰ．財

団負担、期間中はホスト地

区の負担

2．8月20日午後6時より住よしに於て留学生に関

する細部の打合せ会を実施致しました。

出席者は鶴岡南高等学校より3名、ホストファ

ミリ【、クラブからは私を含め委員会関係者若干

名でありました。

3．ジュリ【さん釆鶴

22日午後6時10分山形空港に到着致しました。

当クラブより新穂さん、佐々木さんとホストファ

ミリーの門脇さんが空港迄出迎え、連れて参りま

した。

4．庄内分区Ⅰ．G．F出席のすすめ

9月22日（日）庄内分区Ⅰ．G．Fについては既に

ご報告済みでありますが、出席者の締切りは8月

31日となっておりますので、本日中に決めてもら

います。後程個人毎に出欠をとりまとめますので

よろしくお願い申し上げます。特に各理事、役員

の方、又新入会員の方々はふるってご参加Fさい。

5．本日9時30分より私と新穂さんがジュリーさん

を連れて市役所に赴き、市長に表敬訪問して参り

ました。

又、本日午後3時過ぎ、ジュリーさんを連れ今

後お世話になります南高校にご挨拶に参る予定に

なっております。

（幹事報告〕
秋野　　忠君

1．認証状伝達式のご案内

○天童東口【タリークラブ

と　き　　9月29日（日）

ところ　　天童温泉　滝の湯ホテル

○東京四谷ロータリークラブ

と　き　　10月5日（土）

ところ　　東京プリンスホテル

2．年次大会のご案内

第254地区　大館ロータリークラブ

10月19日～10月20日

＼ヽ＿／



3．健康セミナーのお知らせ

と　き　　9月6日（金）午後1時

ところ　　第1イン鶴岡2階ホール

〔委員会壷盲つ

〔国際青少年吉f車重つ
若生恒吉署

ジュリ【さんがこれから1年間いろいろとお世話

になりますが、会員の皆様方の絶大な御協力をお願

いします。

交換留学生ジュリーのホストファミリーは次の通

りです。

8月～11月迄　　門脇文雄様（我老林）

11月～　2月迄　　鈴木正昭君

3月～　5月迄　　若生恒吉君

6月～　7月迄　　笹原桂一君

鶴岡南高校での担任とカウンセラーの先生は次

の通りです。

伊藤幹雄先生．佐藤昭先生

（二甥陸活動委員至つ
佐藤　　昇看

9月21日（土）ロータリーのつり大会について

場所は象潟の予定で、小物のしのこだいをつりた

いと計画しました。初めての万でも親切に指導して

必ずつれるようにしますので、ぜひ多数の方々の参

加を希望します。詳細は次回例会にて発表します。

（二重亘委員会〕
松田貞夫看

9月22日に酒田に於てⅠ．G．Fが開催されますが、

昨年度・今年度入会の新入会員の方々は義務出席で

お願いします。その他大勢の方々の参加をお願いし

（頂育110番委員会）
佐々木詰彦君

去る8月15日にロータリー教育110番の子ども相

談日を開設致しました。多数の方々の御協力により

無事に終了しましたので報告致します。

当日は当クラブの会員の奥様方や、電話局から2

名の女性、山形放送から2名の女性の方々からお手

伝いをいただき、誠に有難うございました。

当日の相談件数は約20件。途中で切れたのが5～

6件位でした。

相談の内容は、それ程深刻な内容のものは少なく

て、友達関係やいじめの問題等が多かったように思

いました。全休的に相談者の方々は両親や先生に対

して信頼度が非常に薄いように見受けられました。

又、女性の相談者が必要な事も考えさせられた一つ

です。詳細な内容の発表は、後日行われると思いま

すのでよろしくお頗い致します。

今村哲氏挨拶状

酷しい暑さが続く毎日ですが、ますます御健勝

で御活躍のことと拝察申し上げます。

御地在任中は僅か1年でございましたが、名

誉ある鶴岡クラブの一員に加えて頂き誠に身に

余る光栄と感激しております。

また、転勤による退会に当りましては、会長

はじめ幹事の秋野様、会員の万々の心暖まる友

情によって送別の宴を開いて噴き、心から御礼

を申し上げます。

当地では御承知のように報道局の現場に復帰

して働いております。

着任以来、長野市の地すべり災害、群馬の日

航機遭難と大きな災害、事故が相次ぎ、その渦

中に巻きこまれて連日のように仕事に追われる

毎日です。このため御挨拶も遅れて心苦しい限

りと存じています。

穏やかな庄内と打って変った環境でございま

すが、ロータリアンとして勉強させて頂いたこ

とを大切にして努力して参る所存でございます。

終りに、鶴岡ロータリークラブのますますの

御発展と、会長はじめ会員各位の御健勝をお祈

りしてお礼の言葉にかえさせていただきたいと



存じます。

8月19自

NHK報道局編集センター

今　村　　　哲

鶴岡ロータリークラブ会長

佐　藤　傾　治　様

p　ィ　ル〕
匹田良平君　　病気が回復しましたので。

手塚　　拓君　　荘内日報に掲載されたので。

鈴木正昭君　　美人のジュリーさんをホストフ

ァミリーできるので。

佐々木霊彦君　　教育110番子ども相談日に会員

の奥様方の協力に感謝して。

⊂キ　ジクエ〕

山形南R．C．　茨木隆夫君

射十・十◆・★←◆‥4－●

↓　ロータリー教室（3）
◆・ヰ‥イヰ∴◆■巣・‥

（第1318例会会報より続く）

過去・現在のロータリーの活動と将来の展望を盛

り込んだ「ロータリー…80年間の世界一周」と題す

る、歌と踊りの華やかな催しで日曜日の大会プログ

ラムは幕を閉じました。これより前に、ハイアット

．リーセシシー．ホテルではポール．ハリス．フェ

ロー昼食会が開かれ、450人が出席しました。この

催しのチケットは売り切れました。マラウィの3－

Hボランティアで米国カリフォルニア州ストックト

ン．ロータリー。クラブ会員のジョセフ．シーラ氏

が、ポリオ患者のリハビリテーションにロータリー

がどのような働きをしたか語って、聴衆を感動させ

ました。

月曜日

「友情を通じての平和」

第2回本会議の黙祷は、スペイン、マドリッド．

ロータリー．クラブ会員のアルベルト．ロペス．カ

バレロ神父によって行われました。神父は国際大会

出席者に次のように語りました。「ロータリーは奉

仕、つまり、人生に意義を与える人道的活動を使命

としています」

次いで、カンセコ会長は、奉仕という使命を実行

に移したロータリアン達を檀上に招きました。金曜

日のゴルフ．トーナメントを準備した、米国カンザ

ス州ショーニー．ミッション．ロータリー．クラブ

のジャック．マッキンクィア氏が進み出ました。氏

は、トーナメントで集めた米貨2，677．50ドルの小切

手をロータリ柵財団に贈りました。

カンザスシティ．ロークリ【．クラブ（ロータリ

ー13番目の加盟クラブ）会長のリチャード．ハーマ

ン氏が、ロータリアンとゲストに歓迎の辞を述べま

した。ハーマン氏は、自分のクラブが創立75周年を

迎え、同じく75周年を迎えた米国の17クラブとの朝

食会を今朝主催したことを誇り高く語りました。ほ

どなく、カンザスシティ．ロータリー．クラブの2

名の会員が大きな「小切手」を運びつつ極上に進み

出ました。クラブがロータリー財団のために募金し

た米貨略000ドルの小切手です。カンセコ会長が小

切手を受け取り、「本年受け取った小切手の中で最

も紙面の大きいものであります」と述べました。こ

の国際大会のために第571地区、第603地区、第607

地区のロータリアンが尽力してくれたことに対しカ

ンセコ会長から感謝の意が述べられました。

次に、米国コネチカット州サフィールド．ロータ

リー．クラブのJ．ヘンリー．ザビスザ地区ガバナ

ーが、ポリオ撲滅2005年プロジェクトのために米貨

5，026ドルの小切手をロータリー財団に贈りました。

そのあと、1984～85年度R．Ⅰ．理事が紹介され、次

いで、極上に着席している8名の元R．Ⅰ．会長が立ち

上がって、国際大会出席者に紹介されました。

薬次回へ続く
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（ゲストスピーi⊃

仕　事　を　通　じ

只今ご紹介いただきまし

佐藤と申します。

私はいつも人のお話しを

聞く立場にある訳ですが、

今日は立場が運転し、しか

も私のような若輩者が、皆

様の前でお話しが出来ると

云う事は光栄であると同時

に、気はずかしい思いをしております。

私は現在、山形放送のラジオで働いております。

月曜日から土曜日までで、朝は7時から9時までの

「さわやかジャーナル」、午後は2時から3時50分

までの「ハッピーロード」と云う番組の中で、6分

間と云う持ち時間の中で様々な話題を伝えると云う

仕事をしております。ニュースの時間と比べると随

分ぜいたくに時間を使わせていただいています。

今日お見えの何人かの方々にもお世話になってお

ります。

話題は自分で見つけ、インタビュー内容もすべて

まかされております。そして生放送ですので、打合

せは十分にしたっもりでもハプニングがあります。

電波に乗ってしまえば、もう消しゴムで消すという

事も出来ませんし、でも終ってしまえば後に残らな

いと云うメリットと、ある種の空しさとがあります。

インタビューですので、相手の方が気をきかせて

て　感　じ　た　事

佐　藤　妙　子　さん

くれまして、ひと息で私が聞きたい事を話してくれ

たり、質問する度に「先程打合せで言ったとおりで

す」と云う答えが返ったり、又は打ち合せで良くし

ゃべって下さったので、本番も大丈夫と安心してお

りますと、「そうです」「はい」で話しが終ったり

と、6分間の中で様々な事が起ります。

普段の日常生活ではそう気にもとめない6分間で

すが、この時ばかりは大変に緊張した時間で、イン

タビューが終えて、ピーンと張りつめた糸が緩んだ

時に、そこで始めてお互いの心が適えたように思え

ますし、その人の本当の姿が見える事もあります。

どんな偉い方でも、同じ人間なんだと安心したりも

します。

全体の20％から30％が若い人で、他は仕事盛りの

男性が主で、しかもその道の達人と云う人が多いで

す。そういう万々には人生を学びますし、人生経験

の浅い私のような者が、6分間という時間で相手の

方からどれだけの事を引き出せるか、あるいはポイ

ントのおさえ方は間違っていないか、いつも心の中

で葛藤しております。

残念な事は、先程も云いましたが、相手の方がほ

とんど男性であるという事です。以前に比べますと

第一線で活躍している女性は多くなっているようで

すが、庄内においては、家庭の中での権限があって

も社会ではまだまだ先の事のように思えます。役所

あなたが鍵です－会員増強にご協力を．／



でも民間の会社・団体でも女性を責任ある立場に起

用してほしいと私は願いたい気持ちです。

ところで、本社のディレクター達に良く言われま

すが、内陸に比べて庄内は若い人の活動が目立つと

言います。主なものをあげますと、例えば遊佐町で

は8月の中頃に「ササニシキ、トライアングル、国

際交流」と言いまして、横浜の青年と横浜在住の留

学生、そして遊佐の青年という都市、外国、農業青

年の交流を行ないました。そして遊佐町には、小野

寺喜一郎さんという日本青年団協議会の全国の会長

がいます。今はヨーロッパに研修に行ってるようで

す。

鶴岡ロータリークラブの皆様にもお世話になりま

したが、8月1日から5日まで羽黒、藤島、鶴岡を

会場に行なわれました「庄内国際青年祭」も若者の

力が結集した祭典でした。

山形ロータリーがⅠ．Y．Yで一生懸命な人達にお

手伝いしたいと云う事で、もし山形市内で何かイベ

ントがあるのであれば協力したいという事で捜して

いたのですが、そのような企画が見あたらなかった

ものですから、庄内Ⅰ．Y．Yにご協力いただいた訳

です。この事につきまして本社のディレクター達も

驚いておりました。5日間延べにして留学生は70名

位、年令は10代後半から30才までで、台湾、タイ、

中国、アメリカ、オランダ、ポーランド、インドな

ど20ヶ国で、政治形態の異なる国が集まりました。

台湾のある男性は人種差別の撤廃、世界平和を強く

主張しましたし、閉鎖的ではないかと思っていた共

産圏の人達も、自国の事を良く話してくれました。

庄内に来た留学生の多くはエリートだと思いますが、

国の歴史を良く知ってまして、しっかりした目的意

識を持って生きてるという事を感じました。この青

年祭で、庄内の多くの若者が国際化への第一歩を踏

み込んだということと、1市2町の若者、あるいは

その周辺の若者が連帯し、突進したということに意

議があるように思います。

この情熱をどこまで持続させるか、輪を広げられ

るかがこれからの課題かと思いますが、どうも私達

の世代は頭で考え過ぎて、なかなか行動に移せない

ということが今回強く感じましたし、行事するとい

うことがどういうことなのかという事も学びました。

青年祭を終えて、ある方にこのような事も云われ

ました。「この鶴岡でよく庄内国際青年祭ができた

ね」と。何を言わんとするのかおわかりかと思いま

す。私も事務局で約半年間、青年祭の準備を進めて

きました。世界各国の人達と友達になりたいの一心

で準備してきた訳ですが、このお祭りを青春の思い

出とするのではなく、このお祭りをスタートとした

何かを得たいと思っております。この半年間、私に

は青年祭しかなかったものですから、つい話がそれ

てしまいました。

最後に皆様に聞いていただきたいのは、私のまわ

りには、すぼらしい才能を持っている女性が多くい

ますが、発揮できず、しかも兄い出してもらうのが

むずかしいと云うのが現実だと思います。女性にも

若い人にも多くのチャンスを与えていただきたいと

思います。

私の仕事のラジオリポートについては、庄内の人

口が33万人、そして山形はおよそ90万の人口といわ

れていますが、人口の違いは情報の違いともいわれ

ていますが、山形放送では、対等に扱っています。

1週間にお伝えするリポートは庄内、内陸とも10本

ずつです。

私はこれからも庄内をがめつく、どんどんとPR

していきたいと思っております。

今日は私のったない話しを聞いていただきまして

本当にありがとうございました。

⊂至j」竪」し）
佐藤順治署

1．定例理事会報告

①　台中港区扶輪社創立15周年記念式典参加につ

いて、実行委員会を発足することに決定しまし

た。人選は会長一任。

㊤　去る8月20日入会しました坂本耕一さんの委

員会所属を会報委員会に決定しました。

＼ヽ■ノ



㊥　会員が留学生ジュリーさんに奉仕するに際し

申し込みの窓口を国際青少年計画委員会、委員

長若生恒吉君に決定しました。

（彰　地区大会表彰該当者は次の通りと地区に報告

します。

10年100％出席　　山口篤之助君

20年100％出席　佐藤　　忠君

鈴木弥一郎君

2．会員増強のお願い

7月よりこの方ガバナーの公式訪問、留学生の

派遣・受入れ等大きな行事も皆さんのご協力に依

り一段落致しました。これからは、本年度本来の

実施目標であります会員増強に力を入れて行きた

いと思いますので、よろしくご協力をお願い致し

ます。又、同じ入会してもらうにしても、成るべ

く早くお願い致します。それは、会費が日割計算

になっておりますことと、本年度予算書には10名

位増の予算を計上しておりますので、よろしくお

願い致します。

（幹事報告）
秋野　　忠君

1．例会時間及び場所の変更

酒田ロータリークラブ

日　時　　9月4日（水）A．M．6：30

場　所　　日枝神社

2．交換学生として派遣の伊藤久美さんより無事到

着のお知らせ。

3．庄内国際青年祭実行委員長の山口吉彦氏より協

力の礼状と冊子が届いております。

4．鹿児島R．C、台中港区扶輪社より会報到着。

（委員会報告）

（親睦活動委員会）
佐藤　　昇署

9月会員誕生

小池繁治君．加藤　　貿君

本山　　弥君．白坂　　久君

上野三郎君

9月奥様誕生

三井　　糸（徹）様．三井噸子（賢二）様

本山京子様．鈴木恵子（正昭）様

関原秋子様．染野恵美子様

坂本美嘉子様．忠鉢泰子様
ツネミ

常深協子様

（出席委員会）
松田貞夫看

8月100％出席　56名

秋野．阿蘇．阿部．張．藤川．平出．布施．飯白．

石井．石川．石黒．板垣（俊）．市川．飯野．川村．

小池．皆川．斎藤（庄）．塚原．忠鉢．三井（賢）．

嶺岸，迎田．松田（貞）．松田（士）．中江．中野．

中田．斎藤（隆）．佐藤（昇）．佐藤（忠）．佐藤（噸）．

佐藤（衛）．佐藤（友）．佐藤（元）．新穂．菅原．鈴

木（善）．鈴木（弥）．庄司．佐藤（英）．佐々木．斎

藤（昭）．白坂．高橋．丹下．津田．手塚（林）．高田．

手塚（拓）．上野．若生．山口．吉野．関原．富樫

1985～1986出席率表

7 月 8 月 �2 9 16 23 30 8 13 20 27 �82．43％l 88．89％ 

90．28％　　　　l 

91．55％ 

92．61％ 

90．00％　　　　l 

85．71％　l 

90．14％　　　　l 

87．32％　　1 

釣り大会と苧煮会家族会

親陸委員長　佐藤　　昇署

期　　日　　9月21日（土）

場　　所　　象　潟　方　面



対称魚　　小物釣り

（しのこ鯛、くろこ、たかば等）

所持品　　釣具、餌、雨具

場所によりひざ迄海中に入った万が

良いところもあるので、胴長のある

人は持参した万が良い。

午前6時50分産業会館前集合、午後7時10分産業

会館前着、解散となります。

昭和60年8月6日

各　　位

庄内国際青年祭実行委員会

委員長　山　口　吉　彦

お　　　　　礼

時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

このたびの庄内国際青年祭にあたっては、多

大なご援助、ご協賛をいただきありがとうござ

いました。昨日、予定の日程を無事終え、留学

生の皆さんも庄内人の親切さ、人情にふれ、さ

まざまな体験をし、たくさんの思い出を胸にお

帰りになりました。

このような試み、私どもにとっても初めてで

あり、不安な面も多くありましたが、皆々様か

らの心あたたまるご理解により、国際交流の一

歩をふみだし、さまざまなことを学ぶことがで

きました。一同、やって艮かったと喜んでいます。

このような貴重な体験を糧にさらに心の交流

の輪を広げ国際交流、そして地域社会発展につ

なげたいと思います。

今後ともよりいっそうのご指導、ご鞭経をお

願いします。

最後に貴殿の益々のご活躍を祈念し、お礼の

言葉とします。

LLヱ」」ヒ⊃

秋野　　忠君　　例回開始の挨拶をわすれまして。

張　　紹淵君　　夏休みにニューヨーク、ハワイ

に家族旅行に行き、無事に帰り

ました。

山口篤之助君　　8月28日に外孫が生まれました。

佐々木詰彦君　　幼椎園の増築、改築が本日完成

しました。又、美しいゲストお

二人をお迎えして。

早坂徳治君　　秋のいも煮会のシーズンになり

早坂食品のご利用をよろしく。

白坂　　久君　　本社の経理監査が無事終了して。

⊂亘二王互≡⊃

鶴岡西R．C　　茨木芳士君．井上　彬君

温海R．C　　　本間　　毅君

ォ・・十1・★ト■‥■」」・

ヰ　ロータリー教室（4）
←・ヰ‥一斗∴・■よ．‥

（第1322例会会報より続く）

それから、50年以上在籍のロータリアンが起立し、

聴衆の喝釆を受けました。その1人でで64年間100

パーセント出席のニューヨーク州ビンガムトンのJ

エメリー・ケリー氏が舞台中央に歩み出ると、再度

大きな拍手が送られました。

1984～85年度において、1地区における新クラ

ブと新会員の数が最大であった地区のガバナーにR．

Ⅰ．会長賞が授与されました。インド、ケララ州カリ

カット・イースト・ロータリー・クラブのジョセフ

・ジャコブ地区ガバナー（第320地区）は23の新ク

ラブを設立しました。米国テキサス州テキサスシテ

ィ・ロータリー・クラブのリチャードJ．フォスデ

ィック地区ガバナー（第591地区）は、既存クラブ

で最大の会員増を達成しました：1クラブに付き、

3。51人です。

ヽ｝′



1324 1985（昭60．9．10）　　　　曇　　　　　26

出席報告：会員（79）72名　出席56名　出席率77．7さ％　前回出席率84．51％　修正出席64名　確定出席率90．14％

・ケス、トスヒーチ∴

藩校致道銀の学風について

お話しの前に一言御礼を
述べさせていただきます。
致道博物館は今年で創立35
年になりますが、これまで
やってこられましたのも偏
えに地域の多くの方々や、
ロータリアン皆様方のお陰

と心から感謝申し上げます。
最近教育問題が新聞等で

色々と話題となっておりま
すので、昔の庄内藩校致道館の学風に触れてみたい
と考えてお邪魔致した次第でございます。
史跡藩校致道館は、この産業会館の隣りにあり、

昨年発掘調査を行い、整備後史跡公園として広く市
民の活用を図る事になっております。藩校致道館は
江戸時代の文化2年（1805年）に創立されたが、そ
れは当時の徳川幕府が全国の各藩を儒学を以って思
想統一を図る目的だったのでした。当時全国の各藩
校は儒学一朱子学を以って教育致しておりましたが、
庄内藩と彦根藩だけは祖殊学でありました。

宋子学は、初めは孔子の学を通して学芸知識を求
める優れた学問でありましたが、時代の流れと共に
形式にとらわれた知識だけの学問に惰してしまいま
した。それに対し儒学者萩生祖殊は、章句の学に流
れ実地とはかけはなれるのは本当の学問ではなく、
もっと実地に役立つ学問であるべきだと考えて、古
文辞学によって尭舜孔子の立てられた大道の源流を
尋ね求めて行こうとしました。この大道は誰でも、
又何処にあっても欠くべからざるものでなければな
らないと、人の心根を教えながら実践していくのが
学問の道であると考えたのであります。

この萩生祖殊の教えに、当時47才の年若い庄内藩
の家老水野元朗が共鳴し、致道館の創立約100年前
に教えを乞うて祖裸学を学んだのが庄内藩校致道館
が祖殊学を取り入れた源でありました。
致道館は、文化2年（1805年）創立から明治6年

（1873年）の廃止迄68年間続いたのですが、その後

も有名な菅実秀等が致道館の学問を受け継ぎ、奨励
して後進の人材の育成に当ったのであります。

酒　井　忠　一　氏

致道館は68年間存続したのですが、それ以前の
100年と廃校後の菅芙秀等に継承された年月を入れ
ますと約300年の歴史を持つ学問であります。全国
で他にも藩校が残っていますが、廃校になった以後
も学風が残っているのはこの庄内の致道館だけでは
ないかと思います。

それでは、致道館の学風、特色を簡単に申し上げ
ますと次の通りです。

1．実学、活学を通して人材を養成する。

（実生活に役立つ学問）
1．孝悌忠信の心を重んじる。

（忠は職務に忠実の意）
1．個性を重んじ、長所を伸ばす。

（一つの型にはめない自由浴連な学風）
1．常に新風を取り入れる。（学問の為に米沢の

興譲館や江戸の学校に学生を派遣した）

以上の事柄を尊重しながら、最終の目標は農村地
域も含めて庄内の郷風を樹立し、刷新していく事で
ある。当時の藩校は当然武士の子弟に学問を教える
のが主目的であったのですが、致道館は志のある者
は士農工商のいかなる子弟の入校も認めていた事実
が明らかになっています。今も古い農家等の調査を
やっていますと、致遺館の教科書が多数出てきます
し、家人に尋ねると先祖が勉強した本であるとの事
でした。このように致道館は門戸を広く開放して地
域に貢献した事は、当時の状況の中で大変すぼらし
い事だったと考えております。
副島種臣（明治の外務卿）先生は明治時代に何回

か庄内に来ておりますが、この庄内を評して“沈潜
の風Ilがあると申されました。それは何事も控目な

中でじっとたえて自分を磨いて、時には反骨精神と
不摸不屈の精神と剛気を以って物事に対処していく
事であります。現在もこの地方の明治生れの年輩の
方々に接してみますと、その風格をもっておられる
方々が少なくありません。

本日は充分に意を尽すお話しが出来ませんでした
が、現在の教育と昔の致道館の教育を較べていただ
ければ幸いです。

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



⊂套コ∈重責二）
1．来る9月22日実施の庄内地区Ⅰ．G．F第一分科

会について
テーマA「国際化時代を迎えロータリアンは地

域社会で何をすればよいか」
2．兄弟都市盟約15周年鶴岡記念式典行事の打ち合
せについて

日　時　9月12日（木）午後3時30分より

場　所　市役所3階301号会議室
本日は特に会長報告事項ありませんので、主とし

て新入会員のためにロータリークラブ会員の特典と
義務についてお講をしてみたいと思います。

特　典
1．ロータリークラブの会員には、たとえ本人が希

望してもなれません。ロータリークラブの会員に
よって選挙され、始めて会員となれるのです。

2．ロータリークラブの会員になると、入会と同時
に世界の仲間と友達になれます。

3．ロータリークラブの会員は、日本は勿論の事、

世界中のどこのクラブの例会及び会合にも出席し
て知り合いを拡めながら好意と友情を深め、奉仕
の機会がつくれます。

4．ロータリークラブの会員は、ロータリアンとし

て個人では考えられない奉仕に参加することが出
来ます。
（国際ロータリー直轄のロータリー財団が国際奉

仕のプログラムとして色々な事業を実施している。
教育補助金制度、研究グループ交換、特別補助金、
日本だけの制度で米山記念奨学会）

5．ロータリークラブの会員は、ロータリアンとし

て知られ、且つ国際ロータリーの徽章、襟章及び
紋章を使用することができます。

6．ロータリークラブの会員になると、通常その地

域社会の職域の代表者として認められます。
7．ロータリークラブの会員は、ロータリアンとし

て立派な人を推薦する事ができます。
8．ロータリークラブの会員は、正会員なら誰でも

第二会員（アディショナル正会員）を推薦する事
ができます。
義　務

1．ロータリークラブの会員は、綱領に表明された
ロータリーの原則に従って行動しなければなりま
せん。

2．ロータリークラブの会員は、クラブの定款及び

細則に服し、その規定を守る責任があります。
3．ロータリークラブの会員は、入会金及び会費納
入の責任があります。

4．ロータリークラブの会員は、クラブより何事か

依頼きれた場合には、慣例として健康上の理由を
除いては否といわない事になっております。

5．ロータリークラブの会員は、クラブの例会を始
めとして、総ての会合に少くとも60％の出席が要
請されております。又、クラブ定款第8条会員身
分の存続中第5節、連続4回本クラブの例会に欠
席した会員がメイクアップするか、理事会が正当
かつ十分な理由ありと認めて出席を免除しない限
り、すべて自動的に終結する。ということになっ

ております。

〔亘＿与．畢＝亘〕
○会報到着→東京R．C、酒田東R．C、鶴岡西R．C

O活動計画書→立川R．C

O日本R．C承認噸位一覧表到着

○ロータリーカレンダー（卓上用、壁掛用）

1部1，000円

申込〆切は10月5日
○例会場所・時間の変更→酒田東R．C

日　時　9月12日（木）

場　所　新井田公園（清掃のため）
○認証状伝達式のご案内→鳩ヶ谷武南R．C

日　時　11月3日（日）

場　所　浦和市文化センター
地区大会への参加方法

010月4日から5日の大会には鶴岡西R．Cのチャ
ーターするマイクロバスに便乗させていただき

ます。追って集合時間は知らせます。
09月22日のⅠ．G．Fへの参加は、懇親会があり

ますので、バスを利用していただいて、会場に

10時迄に到着してもらいます。

（官員会報蓬⊃

（′海陸活動委垂つ

鶴岡R．C親睦ゴルフ大会の成績

期　　日　　9月4日（水）

午前10時30分スタート

競技方法　18ホールストロークプレイ、ペリア

方式
参加者　13名　　　インアウトグロスハンデ

成績　優　勝　佐藤英明　47　60　107　34．8

準優勝　笹原桂一　50　44　　94　20．4

第1位　飯野準治　41　44　85　9．6

第2位　藤川享胤　42　44　86　8．4

第3位　松田士郎　51　52　103　25．2

B・B　吉野　勲　56　61117　36

BBM　佐藤　忠　49　54　103　21．6

HO7　ニアピン　佐藤英明

「‾スマ　イ　ル〕

匹田良平君　　病気が全快したので。
佐藤英明君　　親睦ゴルフ大会で優勝して。
笹原桂一君　　親睦ゴルフ大会で準優勝して。

（ビジ　タ二つ
鶴岡西R．C　　中村　　紘君
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⊂亘互∃⊃
地　域　と

津田先生から、私と同じ

町内に住んでおりますので

上婚町の名誉のためにぜひ

スピーチをと言われました。

また、私の父が町内会長を

しておりますので、父の為

にもとお引き受けいたしま

した。

津田先生からは適当にと言われましたが、この会

場に参りましたら、皆さん立派な方ばかりで、また

かつての私の先生、または大先輩ばかりなので、何

を申し上げても、あれは大言壮語しているとしかと

っていただけないのではないかと思いまして、私が

普段やっております活動を通して考えていることを

申し上げてみたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。

私、清水三都子と申しますけれども、先程会長さ

んよりミトコと紹介されましたが、三ツの都と書き

ますので、学生時代先生からは最後までミツコと呼

ぼられないで、ミトコと呼ばれたいきさつがありま

した。今になってみると、私の父がなぜ三ツの都の

子とつけたことを考えますと、他人から意識づけら

れて覚えていただけるいい名前だったなと思ってい

ます。

私達は、鶴岡で「いでは」という劇団をずっと23

劇　団　生　活

劇団いでは　清　水　三都子　さん

年間やっております。「いでは」というのは御存じ

と思いますが、出羽の国を俳人芭蕉がよみました

「山をいではの初なび」から引き出しまして劇団名

を「いでは」と名命し、地域のみなさんから愛して

いただける劇団を目指して頑張って参りました。

皆さんは演劇ということを聞きますと、多分舞台

の上で手足を上げ、しゃべったりというような華や

かな面だけをお話しされる方が多いようですが、実

をいうと私達の劇団には30人程おりますが、全員が

職業人です。6対4の割合で女性の方が一寸多いよ

うです。集会するのは仕事が終って午後7時という

ことで決っておりますが、商店及び銀行等に勤務し

ており、毎日忙しく時間通りの集会は大変なようで

す。

9月18日から9月20日までの3日間、文化会館で

公演することになっておりますが、その為の稽古の

台本が決まるのが3月で、台本が決まるまでにも何

回か集まって、皆んなで意見を出し合い検討致しま

す。台本が決りますと製本し、公演にむけての活動

が5月始めになります。5月から10月までの5ケ月

間毎晩のように稽古をつみ、いやになることも何回

かありますが、その稽古の結果がたったの3日間で

皆さんから評価をしていただく訳です。従って稽古

に耐えられる忍耐強さと、家族の方々の理解が大切

です。

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



今年はミュージカルをやることになっています。

国際青年年でもあり、若い人達はぜひ自分達の考え

を舞台の上からメッセージを送りたいと思っていま

す。ミュージカルをやることは最初、体づくりから

始めなければなりません。いくら飛んでも、はねて

も、声は総体にみだれない訓練が要求されます。こ

れを完成する為にもろもろの努力を積み重ねる訳で

す。歌と云っても本職ではありませんので、周囲の

方々から助けていただき、基本的なことを3ケ月間

位勉強し、夏の終りが近づいた頃に舞台で少しづつ

形になってきて、本格的な稽古がやれるようになる

わけです。一瞬のライトを浴びるときは本当に華や

かですが、その裏には地味なことの積み重ねである

ということを皆さんから理解していただきたいと思

います。また、理解してくれる仲間を一人でも多く

育てることが私達の使命であると考えているわけで

す。私達はことあるごとにいろんなものを書いたり

またお話しをしたりして、演劇をやっている仲間と

華やかな面だけでないことを話して参りました。今

東京で評判になっています井上ひさしさんが、今ま

では台本だけ書いてきたが、始めて演出をしたわけ

です。演出をした言葉の中に、自分はものを書いた

だけなんですが、舞台には役者の皆さんの血の出る

ような演出がなされていることがわかったそうです。

舞台には裏方という方がおられまして、表には勿論

出て参りませんが、役者を助ける役目に徹するわけ

です。舞台を成功させるには表裏の皆さんの努力が

実を結ぶわけです。その時の感激は経験した者でな

ければわからない世界をつくり出します。私達は素

人ながら今まで長いこと演劇を続けて参りましたが、

色々な感激する場面に出会ってきました。私達が自

分達の劇団の中でやるんだったら、やり上げたとい

う感激が当然出てくると思いますが、衣裳屋さん及

びかつら屋さん等プロの方々は自分の役目に一生懸

命打ち込んで、私達を舞台に送り出してくれればよ

いわけです。ところが、最後の千秋楽の日になって

舞台が終了し、幕が下りた瞬間にみんなで抱き合っ

てポロポロ涙を流し、抱き合って泣いているわけで

す。そういう連帯感の座が生れてくるわけです。

昨年、南高校で登校拒否をした学生をさそい出し

手伝っていただきました。彼には舞台の幕引きを手

伝ってもらったわけですが、3日間必至になって頑

張っておりました。頭の悪くない彼は一回教えます

と覚えも早く、すぼらしいと思いました。両親も見

に来まして、子どもがこんなに一生懸命になったの

は始めてだと云うことでした。また、両親から子ど

もの手を見てくれと云われまして見ましたら、舞台

のきっかけのことを手の裏表に全部書いてありまし

た。家に帰っても翌日に関係ありますので入浴時に

はビニール袋に手を入れて字が消えないように努力

したそうです。私はこのことをみて、聞いて、胸が

いっぱいになると同時に、必ずこの学生は立ち直る

と確信いたしました。現在は部会を始め活躍してい

るそうです。

私、先程から見ていたんですが、ロータリーのス

ローガンに「あなたが鍵です」と書いてありますが、

このことについて私は劇団の皆さんに、一人ひとり

が自分の役割・分担の責任を確実に実行すればすべ

てよい結果が生れることを絶えずお話しをして参り

ました。鶴岡でなぜ演劇活動をするかということは

若い人達に活力のある人間の集いを作っていったら

その人達がいつかは鶴岡に役立つ人間になるのでは

ないかと思います。元気で責任感のある集団の仲間

作りということで考えて参りました。活動の中で、

「あなたが鍵です」と言われて、それだけの存在に

なることは出来ないかもわかりませんですが、そう

いうようなことを忘れないでこれからも活動を続け

て参りたいと思っています。

とりとめないお話しで申し訳ございませんが、時

間になりましたので終らせていただきます。

大変ありがとうございました。



〔季長報告）
佐藤順治君

（幹事報告）
秋野　　忠君

＼＿′

○兄弟都市盟約15周年鶴岡記念式典について

去る9月12日午後3時30分より、鶴岡市役所に

於て上記について打合せ会があり、私が出席して

参りました。

上記鶴岡市訪問親善使節団一行25名は、10月15

日（火）～10月17日（木）迄2泊3日の予定にして

15日（火）　特急いなほ7号で17時25分鶴岡着。

湯の浜．竹屋ホテル宿泊

16日（水）　致道博物館　　9：20～10：20

市長表敬訪問　10：20～10：50

旧藩校致道館

物産陳列所

松ケ岡開墾記念館

松ケ岡本陣

羽黒山五重塔、羽黒山頂

18：00へノ　グランド．エル．サン

記念式典

終了後、2次会は各団休毎に実施。

最後に今夜の宿泊所第一イン鶴岡迄

送り届けること。

17日（木）　特急白鳥で9時15分鶴岡駅発で帰る。

各団体にお願い

1．15日（火）17時25分鶴岡駅着

各団体5名位出迎えてほしい。

2．16日（水）　記念式典に参加、希望をとり多

く出席してほしい。

会費5，000円（当日持参）

式典終了後2次会をなるべく実

施してほしいとのこと。

鹿児島R．C会長　福田正臣民

鹿児島庄内会副会長

鮫島志芳太氏

終了後、第一イン鶴岡迄送り届

けること。

3．17日（木）　午前9時15分鶴岡駅発

（特急白鳥）

各団体5名位見送りしてほしい。

○例会場所・時間の変更のお知らせ

酒田ロータリークラブ

日　時　　9月18日（水）

P．M．12：00～13：30

場　所　　ホテル．リッチ酒田

八幡ロータリークラブ

日　時　　9月20日（金）

P．M．5：30

場　所　　レストハウス八森荘

○ロータリー適用相場変更のお知らせ

本年10月1日より、ロータリーレートを1＄

（現行249円）237円に変更。

（委員会報告）

〔親睦活動委垂⊃
佐藤　　忠君

御案内の磯釣大会を本日締切りました。現在18名

の出席です。芋煮会をかねて行ないますので、多く

の皆さん参加して下きい。要項は前の案内と同じで

す。

（特別委員会報告〕
佐々木詰彦君

9月20日教育110番を開催いたします。お暇の方

御手伝い下さい。10月15日号の市広報に教育110番

の御案内を掲載することになりました。また2月1

日号の市広報におり込みで全戸配布をすることに決

定いたしました。

（ス　マ　イ　ル）

中江　　亮君　　山新に店の広告を出しましたと

ころ、過分のおはめをいただき

料理が大変良くうれました。

板垣俊次君　　伸びゆく庄内の企業ということ

で新聞に紹介されました。



三井　　健君　　病気が全快いたしました。

（」Lジ　㌻三つ

鶴岡西R．C　　井上　彬君．三浦正志君

帯谷義雄君

ォ十・十◆・★－◆‥ヰ」

ヰ　ロータリー教室（5）
■・ヰ‥一才∴†■よ．‥

（情報抄録9月号より抜粋）

職業奉仕の意義

職業奉仕はあなたにとって何を意味しているだろ

うか。若い人達の就職を援助することだろうか、そ

れとも身体障害者の雇用状況を改善することだろう

か？　失業者に仕事を見つけてあげることや、あな

たの周囲の人々がより快適に働けるようにすること

だけでも多分職業奉仕と言えると思う。

職業奉仕があなたにとって何を意味するかは重要

ではない。重要なのは、他の人々にとって何を意味

するか、である。

クラブ奉仕の特殊性

私達の地域社会のために尽力している、他の奉仕

団体の人達もいれば、或は世界理解と平和を推進す

ることに精根を傾けている隣人もいる。実業および

専門職の道徳的水準を高く維持することに深くかか

わっている人は、周知のように確かにほかにもいる。

だが、クラブ奉仕ということになると、私達だけ

が、クラブを強力なものに育てそしてそれを維持す

ることができるのである。これこそロータリアンだ

けができる仕事であり、クラブ奉仕が特別なのはこ

のためである。

尽きぬ存在理由

戦争がなくなり、あらゆる疾病や苦悩が根絶され

たとしても、また、貧困がなくなり、どこも食糧が

潤沢になったとしても、さらに、誰でも教育を受け

ることができ、苦労というものがなくなったとして

も、それでもなお親善や国際理解は必要とされるだ

ろう。国際奉仕が必要な理由はなくなりはしない。

中国のことわざ

ある古い中国のことわざに次のようなものがある

：「聞いたことは、忘れてしまう。見たことは、覚

えているかもしれない。だが、体験したことは実際

に分かる」。ロータリーについても同じことが言え

る。新会員は、入会時にロータリーに関して説明を

聞くが、ときには忘れてしまう。入会後は例会で、

ロータリーのいろいろなことを目にするが、この大

部分は覚えてはいない。新会員は、活動に参加する

ことによって初めて、ロータリーとはいったい何か

を本当に理解するのである。

新会員は、所属委員会の委員長の指導を受けて初

めて実際にロータリーの活動に参加するようになる

のである。兵に有能な委員長は、任務を割り当てる

だけでなく、その後も様子を見守り続け、そして委

員ひとりひとりに何らかの仕事が与えられているよ

うに配慮する。このようにして個々の会員に、「超

我の奉仕」という私達の信条の兵の意味を悟らせる

のである。

ロータリー・イグニッション

私達のクラブを、特に奉仕を行うために設計され

たエンジンと考えてみよう。このエンジンは、親睦、

熱意、善意などを燃料として作動する。すべての部

品（会員）が調和を保って動くことにより、ひとつ

ひとつが独自に活動するよりも、はるかに大きな成

果をあげることができる。しかし、ほかの機械と同

様、使用されなかったり適切に整備されないと、さ

びついてします。

カドマン会長が述べているように：「あなたが鍵

です」。この機械を始動させよう、そうすればみん

なで一斉に始めることができよう。
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出席報告：会員79（73）名　出席60名　出席率82．19％　前回出席率76．71％　修正出席66名　確定出席率測．41％

（ゲストスピーチ〕

G．S．E派遣を前にして

木　村　日出夫氏

私が只今紹介ありました

木村日出夫です。

只今もお話しがありまし

たように、先日福島にて選

考会があり、作文、英語、

面接の試験がありましたが

私の感じたことは、面接が

重点的であり、且つG．S．

いと思っている。大体アメリカから5年位遅れて作

物種が入ってきているようだ。渡米前に下調べをし

ていくつもりでいるが、色々違う場合にあうだろう

と思うが、その時はその時のように対応して行きた

い。又、私の趣味として英会話がありますので、こ

の際一層みがきをかけたいと思っております。

いづれにしろ皆様の力添えで渡米するわけですの

で、御期待に添うようがんばりたいと思います。

帰　国　挨　拶

デビット．A．ハイライン氏

Eにてアメリカに行った場合、自分として何をすべ

きかという事を聞かれました。

自分は米作りをやっていますので、場所としては

カリフォルニアです。しかし最近は、減反が大きな

面積となっており、その利用について迷っておられ

る人も大部いるようです。

私も5反歩程大豆を作っています。大豆は米と比

べて収入はそう多くは見込めない。しかし、ハウス

で花や、養豚をして収益をあげている経営の上手な

人もおります。

私としては、土を利用した附加価値の高いものを

みつめていきたいと考えています。3年程前の事で

すが、とうもろこしが儲かるということで皆が飛び

ついて、一気に下落したことがありますが、やはり

皆と違ったもの、違った時期等を考えねばならない。

この度の目的として、そうした作物を探して来た

鶴岡に2年間住んでいま

した。あなたがたの顔全部

知っています。名前は全部

わかりません。ほんとうに

アットホームの感じです。

よく知っている町になりま

した。これからはアメリカ

を知らなければなりません。

鶴岡にくる前よくロータリーの仕事をしてきまし

たので、心から協力に感謝しています。

アメリカに帰ってからも又、日本との仕事が続き

ます。

簡単ですけども、どうもありがとうございました。

（会長報垂⊃

1．G．S．E地区計画について

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／

佐藤順治看



かねて当クラブでは木村日出夫君を申請中であ

りましたが、地区内応募者が12名（山形5名、福

島7名）おりました。地区では団員5名、補欠2

名の定員になっておりますので、去る9月14日、

福島市民報ロイヤルホールに於てペーパーテスト、

面接等に依る選考会議の結果、日出夫君がみごと

合格されました。先日、地区よりその旨の連絡が

ありましたので、本日その合格通知書を本人に手

渡します。

後刻、ご本人よりご挨拶をお願い致します。

2．英語弁論大会について

9月19日、県英語教育研修会田川支部第37回中

学校・高等学校英語弁論大会が第3学区コミュニ

ティセンターで開催致しました。

都合の為、私にかわり高橋先生に出席して頂き

ました。後程ご報告をお願いしたいと思います。

3．釣大会について

9月21日、親睦委員会の計画にもとずきまして

象潟の向う平沢海岸で釣大会を開催致しました。

私も参加しましたが、当日は幸い天候に恵まれ、

楽しい一日を過ごさせて頂きました。

親睦委員会及び山下さん、嶺岸さんの奥さん達

のご奉仕に対し感謝申し上げます。

当日の収穫は色々でありましたが、賞品なども

沢山ありましたので、スマイルの関係もあり、後

程委員長よりご報告をお願いします。

4．Ⅰ．G．Fについて

9月22日、酒田勤労者福祉センターにおきまし

て、庄内分区Ⅰ．G．Fを開催致しました。当日は

当クラブより13名出席しました。

第一分科会のテーマ　A

国際化時代を迎え、ロータリアンは地域社会

で何をすればよいか。

第二分科会のテーマ　B

わが分区内各クラブの間凰点について

（1）「会員増強を成功させるには」

第三分科会のテーマ　C

わが分区内各クラブの問題点について

（2）「魅力ある例会にするには」

という内容にもとずき、当クラブ会員も3分科会

に分かれ夫々勉強致しましたので、その成果を発

表して頂きたいと思います。

5．次期定例理事会について

10月1日定例理事会を開催致しますので、理事

の皆さんは11時30分迄出席して下さい。場所は

後日お知らせ致します。

（幹事報告）
秋野　　忠君

○例会時間の変更　酒田東R．C

日　時　　9月26日　午後5時30分

場　所　酒田産業会館

○認証状伝達式のご案内　第272地区大分R．C

日　時　11月30日（土）

場　所　大分市府内町　トキハ会館

○相南R．C会報到着

○各委員会の皆様にお願いですが、例会時に委員会

報告をして頂いてますが、その報告が少ないよう

ですので、是非委員会を開いて頂いて、近況なり

例会の持ち方の工面などをお聞かせ願えればあり

がたいと思います。

（l．G．F報告）

第1分科会

「国際化時代を迎え、ロータリアンは地域社会

で何をすればよいか」

今年は国際青年年にあたり、各地域でどのように

活動されているか、各R．C代表3分間スピーチの発

言を与えられ、午前の部では主に青少年活動が主で

あり、その中で2つ、理解しがたいリーダーの発言

があり、ムッときました。1つは県の洋上大学の研

修にフイリッピンや中国でなく、英語を話しするこ

とのできる国を選ぶべきだ。2つは鶴岡南高で交換

学生の受け入れの件で、もっと別の学校を選ぶべき

だ？　の発言があり、自分としてはむしろ英語の出

来る進学校でお互いの理解度が深く、早く理解出来

るものと思う。文化、歴史等についても。



又、午後の部では、主に国際感覚を身につけるに

は…から始まり、あるR．Cの方はまず身の廻りから

自然に感覚を身につけ、世界で通用する、いわゆる

公衆道徳を身につけようということ等、又、他のR

Cからいろいろ外国に行った時などの失敗談等、い

ろいろ経験なきった人々の話を聞きながら感覚を身

につけるのが一番早い近道ということでした。

まとめますと、一つ、姉妹クラブを作ること。二

つ、共通していえる事は今すぐ感覚を身につけろと

言われてすぐ出来るものではない。これには子ども

達に託すしかない。三つ、財団に寄附するばかりで

なく、それを活用していくべきだ。

最後に、フォーラムの姿をもう少し変えるべきで

はないでしょうか？

第2分科会

「会員増強を成功させるには」

○職業分類委員会が作成した充填・禾充填職業分類

表をみて、禾充填の職業分類に対しターゲットを

しぼって会員増強をしたらいいのではないかとい

う意見。

○同業者を中心として会員増強をした方が推薦しや

すいという意見が数名の方から出された。

○ロータリークラブの魅力を対外的にP．Rして会員

増強していった方がいいという意見などが出され

たが、時間の関係上から結論らしきものは出ない

で終った。

第3分科会

「魅力ある例会にするには」

アドバイザーに村上淑郎さん（遊佐R．C）、モデ

レーターに加藤有倫きん（鶴岡西R．C）の進行で分

科会は始まりました。総勢76名の参加者。うち鶴岡

R．Cは3名の参加、ちょっと淋しい感じが致しまし

た。

午前中は、自分の休厳談Iこ基づいて意見発表。午

後からは関連についての意見発表とに分れ、べつに

結論にこだわらずのびのびと発言していたようです。

以下、箇条書で報告いたします。

○会員の呼称について、いままで先生、さん、君と

かまちまちに呼んでいたので、○○会員と統一し

て呼ぶようにしております。

○ゲストの話す時間をいくらかでも長くする為と、

食事に時間のかかる会員の為に、12時頃から食事

を用意し、点鐘の前まで食事をすませてもらうよ

うにしている。

○例会のスケジュールを最初に一年分を計画して発

表している。どうしてもプログラム委員長に責任

が押しつけられ、会員全休のプログラムになって

いないので、クラブ協議会を2ケ月に1度行い、

会員の参加を求めて意見を取り入れるようにして

いる。

○会員スピーチを会員に年2回、結婚記念日と誕生

日にそれぞれ行ってもらっています。又、女性ゲ

ストも大変好評でした。

○例会で会員の座る所を固定し、班編成のような形

で一年間通して食事をしてもらっております。派

閥みたいであまり良い事ではないと指摘されまし

たが、仲間づくりの形で、悪い面よりもいい面の

方が数多くでてきております。

○例会を楽しくするためには、他動的にはクラブが

準備するプログラムにあるでしょうし、自動的に

は自分で例会にどのような姿勢で望むかにあると

思います。

○自己研鍔の自覚をもって例会に出席してもらって

おります。その為には新人教育が大切であると考

え、3～4時間のトレーニングを年4～5回行っ

ております。（新人から発言があり、大変勉強に

なっておるとの事でした。）

○例会を放談会、クラブ・フォーラム的なものにし

て、お酒を飲みながら色々な話し合いをしており

ます。マンネリを打破できてよかったと思ってお

ります。

〇月に1回だけでも食事を良くした例会が必要では

ないのか。食事がまずくてやめた会員もおりまし

た。

○新入会員のトレーニングの一環として、月に2回

は新入会員のスピーチを取り入れてゆきたいと考



えております。

LLヱ二し竺＿）

佐藤　昇君　　親睦委員会の釣大会が無事終了

して。

鈴木正昭君　　釣大会に優勝して。

黒谷正夫君　　釣大会に準優勝して。

佐藤元伸君　　優勝者にエサを分けて、賞品を

分けてもらって。

白坂　　久君　　信金ゴルフコンペに優勝して。

佐藤陸男君　　荘内日報40周年記念無事終了し

て。

三井　　徹君　　ハイライン君2年の仕事を終了

して1日鶴岡を離れるが、皆さ

んの後援に感謝し、同君のこれ

からの健康‾と活躍を期待して。

笹原桂一君　　長男が英語弁論大会二位に入賞

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C　　佐藤　拡君．菅原隼雄君

長南朋養君

水十・十●・★H H一斗一・

ヰ　ロータリー教室（6）
◆・ヰ‥一斗∴・一丈．‥

（第1323回例会会報より続く）

ハーバード．A．ピグマン事務総長は、国際ロータ

リー年次報告で、次のように述べました。米国ノー

スカロライナ州ウォータリー・ラゴフ・ロータリー

クラブが本日加盟して、新クラブの総数は741とな

り、1983～84年度の新記録714を上回りました。

その結果、159ヶ国に21，400を超すクラブがあり、

会員数は980，000を超えました。ロータリーは、過

去10年間に会員数で23．6パーセント、クラブ数で

29．50パーセント増えました。これは、「ボランテ

イア団体の世界では羨望の的となるような記録」で

ある、と語りました。ピグマン事務総長は、「国際

協議会は、前年より3カ月早く2月に開かれ、ガバ

ナーが指導力育成のための会合の準備期間を十分持

てるようにしました」と報告しました。さらに1986

年2月に米国イリノイ州シカゴで開かれる規定審議

会に出席者の注意を促しました。ロータリーの奉仕

すべてを金額に換算すると米貨3億ドルを上回ると

述べました。この中には、38カ国で61件のプロジ

ェクトが実施されている保健、飢餓追放および人間

性尊重（3－H）プログラムも含まれます。

カルロス会長が、ロータリー運動の貢献をたたえ

た、ミゲル・デラマト・ウルタド・メキシコ大統領

の手紙を読み上げました。新しいビデオ「ポリオ撲

滅2005年一世界のすべての子供に免疫を与えるため

に」が極上の三つの大スクリーンに上映されました。

次いで、カルロス会長は、経口ポリオ・ワクチンの

開発者、アルバート・セイビン博士にロータリー国

際理解賞を贈りました。

力強く、ウィットに富む話し手であるセイビン博

士はポリオ撲滅2005年委員会の顧問です。そして、

開発途上諸国のすべての人に免疫を与えることを強

調して、聴衆の心をとらえました。セイビン博士は

警告しました。「もし何もしなかったら、20年間に

ポリオのため、800万を超す子供が障害者となり、

おそらく80万人以上の子供が死亡するでありましょ

う。」

5，306人が国際親善昼食会に出席し、1，456人が

ホスト・クラブ主催のきらめくようなファッション

ショーを鑑賞しました。カルロス会長は、ロー・バ

ートル・ホールで開かれた創立80周年記念昼食会で

スピーチをしました。出席者は3，000人です。この

三つの催しのチケットはすべて売り切れました。

登　次回へ続く
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（‾示1スピーチ⊃

鶴岡駅前再開発に　ついて

ご紹介いただきました市

役所建設部次長の小野寺で

す。昨年4月から建設部で

駅前再開発事業を担当して

おりますが、その前の庶務

課におりました際には、ロ
ータリークラブの皆さん方

から種々ご協力をいただき

この機会に心から感謝申し

上げます。

今日は駅前再開発事業について申し上げるわけで

すが、事業の詳細については説明を省略し、現状と

今後の問題点について申し上げてみたいと思います。

駅前再開発事業は大別して、3ブロックで事業が

進められてきたのですが、民間施行分のA・B街区

はすでに完了し、今年3月にオープンしており、現

在は駅前広場、道路、地下道の整備と東棟・西棟の

再開発ビルを建設する公共施行分が、62年夏完成を

目指して進められているわけであります。

この事業は、昨年3月に事業計画案の従覧を行い、

同年5月に県の事業認可を受けて、事業が正式に発

足したものですが、事業を進める上で最も基本的な

権利者との話し合いに重点をおいて、これまで対応

して参りました。権利者にとっては自分の将来の生

活に係る大事な問題でもあり、権利調整には多くの

時間と苦労を要しましたが、幸い話し合いが合意に

達し、再開発事業の大きな関門である権利変換計画

の認可を去る9月19日にいただくことが出来たわけ

であります。

市役所建設部次長　小野寺　清　郎　氏

次に再開発事業の最大の目的として、事業地域の

活性化対策がありますが、観光、文化都市鶴岡の駅

前にふさわしい都市機能を充実すると同時に、特に

商業施設計画をどのようにするのかという重要問題

を抱えているわけです。東棟ビルにはショッピング

施設と駐車場を設置する計画ですが、既存商店街と

の競合をできるだけ回避することも配慮し、慎重に

検討した上で、商工会議所や商業団体とも話し合い

を重ね、近く大店法3条の届出を行うことにしてお

ります。

以上が、再開発事業の前提要件としての権利者対

応と活性化対策のあらましですが、今後の重要課題

としては、第三セクターによる管理法人の設立問題

があります。この膨大な事業を成功させ、将来の活

性化と採算性を確保するためには、民間活力の導入

が必要であり、資金的にも人的にも民間のご協力を

いただき、主に再開発ビルの経営管理を行うもので

すが、今後、早期に会社設立の準備を進めたい考え

であります。

また、この事業は県内・東北地区でも大規模な再

開発事業ということで建設業界では注目の的になっ

ているようですが、市としてはあくまで厳正に対処

することは当然でありますが、再開発事業という厳

しい事業性を求められる事業だけに、工事の発注方

式については、従来からの方式のみにとらわれず、

相当厳しく対処しなければならないと考えておりま

す。時期的には、解体整地工事が11月から12月、工

事着工が来年1月の予定でありますので、今後必要

な手続きを進めて行くことになります。

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



以上のほかにも様々の困難な問題を抱えておりま

すが、鶴岡市では百年の大計として位置づけている

大事業であり、庄内空港の建設と共に、21世紀の鶴

岡にむけての駅前再開発事業でありますので、よろ

しくご理解・ご協力をお願いしたいと思います。

⊂亘j＝亘至⊃ 佐藤順治署

1．10月15日第3回クラブ協議会開催

16：00～18：00　協議会

18：00～20：00　懇親会

議題等の他細部については次回例会にて発表。

2．新入会員承認の件

計算センター　碓氷節雄君

3．松永ガバナーよりの緊急提案

メキシコ大地震に対する義援金拠出に賛同願

いたい。一人1，000円程度の協力を。

4．9月27日寒河江市において行なわれた第37回山

形県中学・高校英語弁論大会において、笹原泰君

がスピーチの部で2位に入賞し、11月29日東京で

開かれる高松宮杯全国中学校英語弁論大会に出場

が決まりました。誠におめでとうございます。

5．9月30日天童市で実施された「天童東R．C認証

状伝達式」に石黒バストガバナーと共に出席して

の報告。

6．出席についてのお願い

本クラブ例会、他R．Cに出席率は60％以上と

していただきたい。

麺を）秋野　忠君
○鹿児島R．Cより会報到着

○庄内分区いG・Fの成功についての礼状

○国際ロータリー第253地区ガバナー・ノミニー事

務所開設の案内

1986～1987年度ガバナー・ノミニー事務所

尋997　米沢市桜木町2－48

TEL（0238）22－1782

ガバナー・ノミ二一　九里茂三君

幹事　相田吉助君

（：垂睦活動委員会）

会員誕生

秋野　　忠君．石井敬三君

石川寿男君．川村徳男君

風間真一君．小林敏夫君

斎藤　　隆君．佐藤元伸君

鈴木正昭君．富樫良吉君

塚原初男君．山口篤之助君

奥様誕生

平出幸代様．加藤典子（賢）様

石井博子様．佐藤登久子（昇）様

玉城常磐様．佐藤康江（元伸）様

塚原玲子様．鈴木須美子（弥一郎）様

内山　キ　ミ　様．斎藤津弥子（庄治）様

山川貞　子様．手塚久子（拓）様

（亘二重亘亘亘〕
9月100％出席　56名

秋野．阿蘇．張．藤川．平出．早坂．飯白．石川．

石黒．板垣（俊）．板垣（広）．市川．飯野．川村．

黒谷．小池．皆川．斎藤（庄）．加藤（賢）．塚原．

忠鉢．三井（徹）．三井（賢）．嶺岸．迎田．松田（貞）

松田（士）．中江．中野．中田．斎藤（隆）．佐藤（忠）

佐藤（噸）．佐藤（衛）．佐藤（友）．佐藤（元）．新穂．

菅原．鈴木（善）．鈴木（弥）．佐藤（陸）．佐藤（英）．

佐々木．斎藤（昭）．白坂．高橋（良）．玉城．丹下．

津田．手塚（林）．富樫．高田．内山．山口．吉野．

（」」Ljjつ
笹原桂一君　　子どもが弁論大会で2位入賞、

全国大会出場が決って。

（‾ラ　ス　Å⊃

ジュリー．エリザベス．マックレー

（ビ　ジ　タ　三二）

鶴岡西R．C　　鈴木次艮君

長野正彦君

菅原隼雄君
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出席報告：会員（79）73名　出席59名　出席率鵬．82％　前回出席率さ3．56％　修正出席65名　確定出席率的．04％

（会員スピーチ）

職　業　月　間

（1）子供達の事で、最近感じている事

佐々木滋彦署

私のところは皆様ご承知のとおり、小さな幼稚園

をしております。歯児が現存52名おりますけれども

そこへ常時4人の先生が、張りついて見ております

ので、隅々まで目がとどく、手がとどくと云うのが

私達の方の幼椎園の仕事でございます。したがって

子供の様子と云うのが非常に良くわかり、それと同

時に今、子供達を相手にしている親と祖父母と云う

立場の方々の対応に非常に疑問があり、この点につ

いて2、3の例をご紹介してみたいと思います。

昨年幼稚園に入って参りました子供が先生と話し

が出来ません。子供同志での話しが出来ないのです。

単語は知っております。靴とかカバンとか、ジュー

ス、弁当、顔を洗う、手、足、こういう単語は非常

に良く知っております。しかし、それを文章にして

話しをする事が出来ません。「私は今何がほしい」

「こう云う事をしてほしい」と云う事が出来ない。

私はこれを失語症の子供と云っております。これは

就学児検診になりますと、「言葉の教室へやりなさ

い」と云うような事を云われます。もうここで第1

番目の差別教育が始まる訳です。ところがこれは、

キチンとした言葉は話せますし、理解も出来るので

決して失語症ではないのです。この原因は第1番に

に　つ　い　て

祖父母にあります。なぜかと申しますと折角生まれ

た孫、特に長男、長女に多いのですが、おじいさん、

おばあさんが朝幼椎園へ出る時から、帰ってお父さ

ん、お母さんが家に帰ってくるまで、あるいは寝る

時まで子供のそばにつきっきりでお世話をなさる。

朝行く時に「行ってまいります」と一言だけしか言

葉を云わないで出てくる子供がそう云う事に非常に

多いのです。子供がちょっとアゴを動かしますと、

「アッ、カバンか」、ちょっと足を動かしますと、

「アッ、靴か」、ちょっと着物を指差しますと、「ア

ッ、上を着て」と云うように、おじいさん、特にお

ばあさんの場合には、自分おひとりでしゃべりなが

ら子供に返事をさせないで、全ての仕度をしてやっ

てしまう。帰ってくると、腹がへったのではないか

と「ジュースを飲めや」、「テレビを見るか」と、

又子供がテレビを見ていると、「この子はおとなし

くての～」と、全てこう云う事で、これが2才、3

才、4才まで続きますと、子供というのは言葉を組

み立てて話しする事が出来ない、こういう情況がま

いります。

もう一つは、病気の子供がおります。ただこの病

気の子供を親ごさん達がはっきり判断する事が出来

ない。朝、幼稚園に釆まして、なんとなく目の様子

がおかしい、動きがおかしい、先生がそばに寄って

手をあててみますと熱があるかないか判らない状態

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



であります。ところが子供は幼稚園というところは

楽しいところでございますから、「どうしても幼稚

園に行きたいと云ったので幼稚園にやりました。先

生、様子を見て病院にやって下さい。」これは幼稚

園の先生に頼むのではなくて、父親、母親の役目な

訳でございます。その中で一時、熱を計りましたら

38度位の熱がありました。あわてて家へ連絡致しま

したらご両親は共稼ぎ、核家族でございますので誰

れも家におりません。仕方なく私の方で病院につれ

てまいりましたが、これが髄膜炎、昔で云う日本脳

炎にあたります。夕方になっていたらこの子は命が

なかった。昨日からおかしいはずなのです。それを

今の若いお父さん、お母さん方は気がつかないので

す。その判断を幼稚園の先生にまかせる。こういう

ような状況があります。

あるところから頼まれまして、「親の犠牲になっ

ている子供」と云う事で一文を書きましたけれども、

これ全て親の犠牲になっている子供でございます。

子供が両親共稼ぎで、朝幼椎園に来る時にはもうお

母さんはいない。お父さんも出かけてしまっている。

「ここにバスが来るから待ってなさいよ」と云って

置いていかれてしまう。帰りはお父さん、お母さん

が帰るまで「幼稚園で預かってほしい」と、こう云

います。しかし、その時に「幼稚園で預かってほし

い」と云われた子供の姿、皆んなが帰ってしまった

後で、一人、二人、部屋の隅でポッンとしている子

供の姿。これを私は今のお母さん達、あるいはお父

さん達は見ているのだろうか。これを考える時にや

はり家庭での教育と云うのは非常に大事だ、幼稚園

にまかせるものと、まかせてはいけないところとの

判断を両親と祖父母の方々がしっかり判断していた

だきたいと思います。

こんな事を最近感じております。

（2）商売上の事で最近の問題について

小池繁治君

私共の商売で、今ちょっとした問題について話し

てみたいと思います。

私は本屋をやっております。皆さんもご承知かと

も思いますが、今、行政改革で国鉄の職員が23，000

人から30，000人位の人々が行革の矢面に立っておる

訳でございます。その中で、その職をなくした人達

を国鉄ではどのように考えているかと申しますと、

駅構内での喫茶店、うどん、そば、ホテル、本屋等

をやらせようと云っている訳でございます。ただ私

が非常に憤慨しておりますのは、その言葉の中に、

「比較的素人でも出来る」と云うような位置付けを

なされている事でございます。そうしますと、私共

の本屋と云うものは、比較的素人でも出来るという

ように国鉄のお偉い方々は認識していると思わざる

を得ない訳でございます。それに対して非常に憤慨

していると同時に、我々ロータリークラブに入って

おります職業を権威あらしめると云う事に対して、

我々本屋はいったい何をやっていたんだろうなと、

そのような疑問も持たせる訳でございます。私共業

界と致しましても、今、反対運動をやろうかどうか

という事を考えている訳でございますが、反対運動

をしても、これは必ず出来ると思います。と申しま

すのは、ご承知の通り、東京駅の丸の内側にありま

す小荷物取扱所が、今すでに本屋に改装なされてい

ます。10月の末ないし11月の早々には本屋を開業す

るという事が決定しておりますので、我々どうも1

人1人は家業と云いますか生業と云いますか、そう

いうものでやっている者が大多数でございまして、

一つの組織で動かされる人から見ますと、非常に弱

い立場にある訳でございます。そのような状況に今

私共は置かれている訳です。

ただ、この事は必ずしも本屋だけでなくて、今後

いろいろな意味で、たとえば行革という事で、今ま

で親方日の丸でやられてきた方々がそういう組織で

やられたら、はたして生業として本屋と云うものが

今後可能かどうかと云う事が非常に問題になってく

るのではなかろうかと思います。又、ホテル業界、

喫茶店の業界そう云うものもあるだろうと思います

けれども、結論が出る訳ではございませんが、その

・ような流れはあるのではないかと思います。

ただ、あくまでも商売と云うものは競争があって

商売ですから、競争する事に対して卑屈になってい

る訳ではありませんけれども、そのような流れに対

する何か策がなされてほしいなと思っております。



（会長報告）
佐藤順治署

1．兄弟都市盟約15周年鶴岡記念式典挙行の為釆鶴

する鹿児島市の一行は、10月15日（火）、17時25分

着のいなほ7号です。

2．メキシコ大地震に対する義損金は前回13名あり

ましたが、本日も末だ出していただいていない方

お願いします。

3．第3回クラブ協議会について

新入会員は是非共出席して下さい。又、経験豊

かなベテランの会員もなるべく出席していただき

良きアドバイスなどしていただけたら、大変有難

いことだと思います。

地区大会に参加して

当クラブより石黒バスト・ガバナーを含め会員9

名。外にG．S．Eの木村日出夫君、交換学生のジュ

リーさんの11名が出席して参りました。

第1日目の5日（土）10時より会長・幹事会があ

りましたので、石黒バスト・ガバナー、会長、幹事

は前日の4日、汽車で先行し、その他の人は5日6

時、貸切マイクロバスで鶴岡西ロータリークラブと

一緒に鶴岡を出発し、昼頃合流致しました。

1．先づ、会長・幹事会は第一イン原町で行われま

した。

10時の開会点鐘に始まり、

国　歌　斉　唱

口一夕リーソング

歓迎の挨拶

ガバナーの来賓紹介

R．Ⅰ．会長代理の挨拶あり、

ついで、田中善六決議委員長より大会決議案が

提案されました。

審議の結果は、松永ガバナーが採択を諮り、全

員異議なく採択されました。

其の後、会長、幹事、新ポール・ハリス・フェ

ロー、新米山功労者昼食会がありまして閉会。

2．本会議第1日目は、県営原町体育館で行ないま

した。13時開会、点鐘で始まり、型通りの進行で

したが、特に感銘深かったのはR．Ⅰ．会長代理、韓

国ソウルの呉在凛先生のお話でした。

（1）ィ．生きることは他人に借りをつくることであ

る。生きていくということは他人に借り巻返

すことである。他人から与えられたように、

他人に返しましょう。人間は1人では歩けな

い。1人では生きてゆけないものであるから

皆で助け合いましょう。

ロ．歌は歌わなければ歌でない。鐘は打たなけ

れば鐘ではない。心の愛は他人に表現しなけ

れば愛ではない。積極的に行動し、奉仕をし

ましょう。

（2）次に会長・幹事会で採択された決議案を本会

議に提案し、採択されました。

（3）職業奉仕についてのシンポジウム

一つの会社内に於て従業員に対する人事問題

をコント風に設定し、その問題についてシンポ

シスト5名が夫々の経験から意見を発表しても

らったのでしたが、結局四つのテストに照らし

て解決するのが最良の方法であるとの結論であ

りました。

3．6日本会議第2日日

9時30分開会、点鐘に始まり、

R．Ⅰ．現況報告

記念品贈呈

原町市へ

R．Ⅰ．会長代理ご夫妻へ

斎藤利世直前ガバナーへ

新ポール・ハリス・フェロー紹介

新米山功労者紹介

表　　彰　　多数

R．Ⅰ．会長代理所感

次期ホストクラブ会長挨拶（米沢）

以上で閉会致しました。

次に、12時10分よりNHK解説委員大山真人氏

の講演に引き続き、森山良子のコンサートがある

のでしたが、時間の関係上割愛させていただき、

12時出発し、18時鶴岡に帰って参りました。

年次大会出席者

佐藤噸治君．秋野　　忠君

吉野　　勲君．関原亨司君

松田士郎君．山口篤之助君

若生恒吉君．新穂光一郎君

ジュリー・エリザベス（交換学生）

木村日出夫君（G．S．E）



〔幹事報告）
秋野　　忠君

○例会変更のお知らせ

・遊佐R．C

日　時　10月15日（火）午後6時

場　所　富　士　屋

いも煮会のため

・酒田東R．C

日　時　10月17日（木）午後6時30分

場　所　御園別館

いも煮会のため

・鶴岡西R．C

日　時　10月18日（金）午後6時

場　所　大　山　楼

ファイヤー・サイド・ミーティング

○会報到着→酒田R．C、東京R．C

O認証状伝達式のご案内

第258地区東京練馬西R．C

日　時　　61年1月18日（土）

場　所　国立劇場

藤この度の年次大会で3名の表彰を受けましたが、

新ためて今日の例会でそれぞれの栄えあるバッヂ

の贈呈式を行ないました。

おめでとうございます。

20年間100％皆出席者

鈴木弥一郎君．佐藤　　忠君

10年間100％皆出席者

山口篤之助君

（委員会報岳つ

⊂墾誌広報委員筆」
斎藤　　昭君

ロータリーの友10月号にR．Ⅰ．会長のエドワード・

F・カドマン氏の「道に迷わぬよう」、又、職業奉

仕月間にちなみ浅尾久矩氏の「道徳・善悪のけじめ」

又、小堀宗慶氏の「一輪の花」等、内容の充実した

ものが数多く掲載されておりますので、ぜひ一読し

ていただきたいと思います。

（出席委員会）
松田貞夫君

1985～1986出席率表

7 月 8 月 9 月 �2 9 16 23 30 8 13 20 27 3 10 17 24 � 

芳賀専専昔滴搬葦足芸ヨ 

叫 

㍑ 

〔旦二LJ＿」ヒ〕

張　　紹淵君

（1）姪夫妻が20年ぶりにアメリカから帰国して来

ての喜び。

（2）マリア幼稚園の60周年記念式典に出席して。

（3）善宝寺を参拝し、斎藤しんじ先生に大変親切

にしていただき。

三井　　徹君

10年前のカナダのモントリオ【ル大会に出席し

た仲間で作っているカナダ会の皆さんが鶴岡に来

ていただき、好評を得ました。

〔ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C　　斎藤健治君．加藤重郎左工門君

木村有為君
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出席報告：会員（80）75名　出席55名　出席率73．33％　前回出席率80．82％　修正出席66名　確定出席率90．41％

（会長スピーチ）

米山梅吉先生はどんな方か

財団法人米山記念奨学会理事

石　黒　慶之助　署

先生は明治元年2月4日

（1868年）、東京芝田村町

の武家屋敷で大和高取蒲藩

士和田竹蔵の三男として出

生した。ポール・ハリスも

この年に生まれており、ロ

ータリーの奇縁といえよう。

当時は王政復古の最中の激

動期で、鳥羽・伏見の戦いで幕府が崩れた頃である。

梅吉氏は4才で父と死別し、止むなく母の実家、

三島神社宮司日比谷家へ一家と共に引きあげた。梅

吉少年は映雪会という小学校に入り、霊峰富士の眺

めをほしいままにして英気を養い、非常な秀才であ

り、12才の時土地の大地主米山藤三郎氏に見込まれ

て養子縁組を懇望されるも、時期早く、沼津中学校

に進学し、英・漢・数に重点をおいて勉強したとい

う。やがて志をたてて無断で家出して上京。学資の

送金を求めず、学僕となって東京の英語学校に学び、

19才の時青山学院の前身、東京英和学院に入学した。

（20才の時、米山家の養嗣子となる）

21才の時、アメリカに渡り、加州ベルモント・ア

カデミーに入り、次にオハイオ州ウェスレア大学、

ニューヨークのローチェスター大学でアルバイトし

ながら8年間の勉学修業をして、28才で帰国した。

帰ると静岡県唆東郡長泉村の米山藤三郎氏の長女は

ると結婚式をあげる。はる夫人は春山女学院高等科

を卒業したばかりの才媛で、彼と養子縁組してから

9年目であった。

梅吉氏は政治家になるため福沢諭吉の時事新報社

に入社したが、政治は自分の志と合わぬことをさと

り、明治30年（1897）、旧友藤田四郎（井上馨侯の

婿で、農商務省の農務事長）の推めで三井銀行に入

社する。学識・人格共に備えて海外事情にくわしい

米山青年はトントン拍子の昇進。入社の翌年は神戸

支店の次長になって、欧米銀行業務視察を命ぜられ

て外遊し、1年半後（1889年）帰国。帰ると勝海舟よ

り大臣秘書官に懇望されたが固辞。明治42年（1909

年）、三井銀行の常務取締役大阪支店長の要職に抜

擢される。大正2年（1913）シベリヤ鉄道で第3回

日欧米視察。大正6年（1917）米国へ政府財政経済

視察団に加わる。この時テキサス州ダラスで三井物

産支店長福島喜三次氏と会った。福島さんは日本人

として最初のロータリアンであり、ダラスR．Cの会

員であった。米山氏はここでロータリーの話を聞き、

国際理解と世界平和をめざし、友を求めて親睦を深

め、奉仕活動をモットーとするロータリーに大変興

味を覚え、2人で日本にもクラブを作ろうと構想を

かためたと云われる。そして福島氏の帰国を待って

あなたが鍵です－会員増強にご協力を．／



大正9年（1920）10月12日、東京ロータリークラブ

が誕生し、会長に米山梅吉、幹事に福島喜三次が就

任し、創立会員24名で発会式を行った。

・大正13～15年（1924～26）スペシャル・コンミ

ショナ一

・昭和2年～　（1926～28）国際ロータリー理事

・昭和3～6年（1928～31）R．Ⅰ．第70地区（台湾

朝鮮・満州・日本）ガバナー

当時の東京R．Cはエリート集団であった。米山氏

はポール・ハリスと親交を重ね、互いに尊敬と理解

を深め、ロータリーに献身専念された。

大正10年（1921）にはロックフェラー研究所へ野

口英世博士を訪ね、ロックフェラー奨学金制度によ

り幾人かの日本人学徒の活躍しているのを知り、将

来、日本にもそうした育英会がほしいと痛感する。

大正12年（1923）、三井信託を設立して会長に就

任。昭和9年（1934）三井家より3千万円の基金を

出資されて三井報恩会を創る。これは純然たる社会

事業（医療・司法保護、農林漁業の振興、学術研究

の助成）を目的とする財団で、米山氏は自ら理事長

として、昭和21年4月28日逝去されるまで活躍され

た（78才）。

東京ロータリー・クラブは先生の遺徳をしのび、

昭和28年「米山ファンド」を創立して奨学会を発足

し、昭和42年に全国のロータリアンが参加する「財

団法人米山記念奨学会」を設立して現在の盛況とな

った。（米山奨学会の概要は今月のガバナー月信を

ご覧下さい）

米山氏の信念は、昭和12年実業の日本社発行の、

「常識関門」に著されている。戦後の日本における

常識は大きく変って、先生の意志にそぐわぬようだ

が、ここで紹介する。

1．常識とは何んぞや。凡そ人の身を立て世に出

でんとすれば常識の門を叩き、社会の大広間に

人らねばならない。その作法を常識と称す。

2．老人、婦女子、身休障害者、先輩には席を譲

れ。

3．他人に礼を失してはならない。……スピーチ

中に退場、トイレでのボタンのかけ忘れなど。

4．互いに好感を持てるよう、言葉遣い、服装に

注意せよ。

5．他人には親しく話しかけよ。

6．右手で苦労して儲けた金を左手で惜し気なく

博愛慈善に投ぜよ。

7．人問は富んで、そのまま死んで行くのは恥辱

である。

8．兵の指導者たらん者は、命令でなく、相手の

支持を如何にして協力を求めるかによる。‥・…

相手を理解し、はめてやることだ。

㌶　　　　H H

ロータリーの奉仕はその見返りを欲しないサービ

スでありますが、ポ【ル・ハリスが80年前につくら

れた頃、Give and Take　で出発しましたが、米

山梅吉の頃になるとGIVe and Give　となり、

ServICe Above Self（超我の奉仕）になった

のであります。

〔学長報告〕
佐藤順治署

1．鹿児島から釆鶴する一行は、本日17時25分鶴岡

駅に到着します。本日のクラブ協議会に出席しな

い方で時間に余裕のある方のお出迎えをよろしく。

2．本日16時から行われるクラブ協議会に出席申込

みは協議会22名、懇談会26名で、各クラブ要員で

ない万が少ない。懇親会だけでも出席できる方は

なるべく多く出席を。

3．長らく病気で欠席されていた小松広穂君が本日

お元気で出席された。のちほどご挨拶を。

（二重＝亘二亙互二）
秋野　　忠君

○会報到着→酒田東R．C、鶴岡西R．C

O天童東R．C認証状伝達式開催の礼状

〇第3回クラブ協議会を「住よし」で開催します。

このたびの協議会は、クラブの重要な議題を4つ

選び、それを中心に論議して年度後半の充実を図

りたいと思います。



O「よねやまⅢ」の冊子が事務局にあります。ご希

望の方はお申込み下さい。

〔亘会員紹介〕
中江　　亮看

かねがねご推薦したかった碓井節雄さんは、鶴岡

電子計算センターの社長さんです。昭和31年に鶴岡

南高校を出られ、代々木高等経理専間学校で学ばれ

たあと、黒谷公認会計士事務所などに勤務して、昭

和48年から鶴岡電子計算センターの専務、昭和59年

に社長になられました。奥さんは黒谷事務所で経理

事務を担当されているほかに、社会保険労務士の資

格をおとりになっているので、ご利用下さい。彼は

お酒は上戸より中戸程度とお見受けしましたが、せ

いぜいお誘い下さい。昭和12年生れなので、2ケタ

会で活躍してもらえると思います。

（二亘会員挨拶）
碓井節雄署

生年月日　　昭和12年2月3日

勤務先　　鶴岡電子計算センター社長

家　　族　　妻　繁子　　長男　雅保

義母　利

趣　　味　　登山、野球、釣、音楽鑑賞

ご紹介いただきました碓

井です。まだ社長になって

間もないし、こんな立派な

会の末席を汚さして頂くの

を光栄に思います。若輩で

あり、何も判りませんので

是非ご指導、ご鞭漣をいた

だき、皆様の手足となって

働くつもりですので、よろしくお引き回しの程をお

原飢1します。

（病気回復の旗撃つ
小松広穂署

今年3月に病魔に見舞われ、7ケ月入院して、9

月3日に退院しました。昨年も3月と5月の2度入

院。3度目のなんとかです。あと5年生きられるか、

10年生きられるかと一日一日の大切な時間をくやま

れてならない日が続きました。

しかし、前会長や幹事さん、今の佐藤さんや秋野

さんはじめ皆さんの物心両面にわたる励ましをいた

だき、療養生活の励みとなりました。有難うござい

ます。それに高橋医院のキレイな看護婦さんが治療

や食事と、日に何度も病室に出入りしてくれるのが

楽しく、またテレビを見る時間が多くて、激しい時

の動きを見ることが出来ました。入院した頃は前首

相田中さんが脳コウソクで倒れ、続いて三浦和義の

ことが連日のように話題となり、豊田商事の社長刺

殺事件が起き、あの日航事故の悲惨なニュースでし

た。その扱い万については大正生れの私にはあまり

に惨酷で行き過ぎているので、悲憤を感じて放送局

に抗議してやろうと息ごむ程でした。こうした社会

の動きをよく見れたのも入院ならではのおかげです。

幸い体が回復しました。まだ夜の部は無理ですが、

よろしくおつき合い下さい。出席できた喜びでスマ

（二享亘互亘亘二）

〔重野青少年計画委員会）
若生恒吉看

交換学生ジュリー・エリザベスの近況を報告しま

す。

○南高校の3泊4日の修学旅行に参加し、ちゃんと

お土産を買って帰り、門脇さんのおばあちゃんに

手渡して、カタコトの日本語で旅の印象を話して

喜んでいた。

○スキヤキ・パーティでは油揚げやこんにゃくはダ

メ。寿司は結構食べたが好き嫌いがある。

○日本の結婚式に初めて、訪問着を着せたところ後

ろ斜めのポーズで写真を注文した。「着物は好き

だが、帯がきつくて着るのは嫌い」という感想。

011月下旬から鈴木さんのところにお世話になりま

す。



（三二三二互二互二）

中江　　亮君　　新会員に碓井節雄さんを紹介出

来た喜びと、この10月13日で禁

煙して丸4年経た嬉しさで。

皆川光吉君　　娘が嫁入りし、このたび孫（男

の子）が誕生したので。

白坂　　久君　　観光業者がタイアップして、観

光地のクリーン・アップ作戦を

展開し、高館山を綺麗にして荘

内日報の記事になりました。

（ビ　ジ　タ　ー〕

鶴岡西R．C　　鈴木次良君

＃・・十◆・十一十日ヰ一・

⊥ロータリー教室（7）
・ヰ‥‘ヰ∴－■巣．‥

（第1326回例会会報より続く）

火曜日

「教育を通じての平和」

本会議は、スイス、ア一口・ロータリー・クラブ

のロバート・バースR．Ⅰ．財務長の報告から始まりま

した。バース財務長は述べました。「国際ロータリ

ーの財政は、史上最高の成果を上げました。」成果

を上げることのできた理由として、現金運用の改善

と経費抑制、さらに、「コンピューター化と経費明

確化による」予算計上が挙げられました。

R．Ⅰ．の予備金の主要目標は、1年間の経費と同額

の資金を蓄えることですが、この目標は達成された、

と述べました。そして、次のような結論を下しまし

た：「1986年規定審議会に対し、1988～89年まで

の人頭分担金の増額を求める必要はありません」

国際大会プログラムは、財務から音楽に移り、菅

野多利雄R．Ⅰ．理事の子息で若きピアニスト、菅野潤

氏の素晴らしい演奏による「ショパンのバラード恥

1ト短調」と「フランスの作曲家メシアンの胸躍る

現代作品」に耳を傾けました。

音楽から再び業務に移って、米国テキサス州オー

ステン・ロータリー・クラブのデイブ・スミス元R

I，副会長が、選挙管理委員会の報告をしました。R．

Ⅰ．B．Ⅰ．の役員並びに1986年7月1日より2年間就任

するR．Ⅰ．理事が選挙されました。

R．Ⅰ．B．Ⅰ．の役員エレクトとして、会長に、イング

ランド、マーシーサイド、プレスコットのジャック

・クロックスフォード氏：副会長に、イングランド、

ステイプルフォード・アンド・サンディエイクルの

ウィリアム　Hノヽントレー氏：会計に、イングラン

ド、ウェストミッドランズ、ホール・グリーンのハ

リー・サットン氏がそれぞれ選ばれました。

R．Ⅰ．理事に選ばれたのは次の方です：モロッコ、

カサブランカR．C．のモハメッド・ベンメジドゥブ氏

メキシコ、アナウアクR．C．のフランク・デブリン氏

日本、札幌R．C．の伊藤義郎氏、米国オハイオ州セイ

ラムR．C．のプライス・ケンダル氏、米国ニューヨ【

ク州ケイトーR．C．のエドワード・クネフト氏、オー

ストラリア、クイーンズランド州サウスポ【ト・ノ

ースR．C．のブライアン　H．ノールズ氏、プェルトリ

コ、ビラ・カパラR．C．のロベルト・バレンテイン氏。

このあと、1986～87年度R．Ⅰ．会長として、フィ

リピン、マニラ・ロータリー・クラブのM．A．T．カ

バラス氏を発声投票によって会長エレクトに選びま

した。

会長エレクトと二タ夫人が国際大会出席者に紹介

され、会長エレクトから挨拶の言葉が述べられまし

た。会長エレクト夫妻は温かく迎えられ、会長エレ

クトは次のように述べました。「私は、この高い役

職に選ばれた最初のフィリピン人なので、私が指名

されたことはフィリピンにとって特別の意味があり

ます…」

「ロータリーは、このように力強い、魅力あふれ

る運動になりました。なぜなら、ロータリアンは、

会員相互の親睦に安住しなかったからです。ロータ

リアンは、自分達の善意を世界に分かち合い、その

善意を奉仕という行動に移しました」

童　次回へ続く



1330　　　　　　　1985（昭60．10．2）　　　　曇　　　16

出席報告：会員さ0（75）名　出席52名　出席率69．33％　前回出席率73．33％　修正出席65名　確定出席率86．67％

（会員スピーチ）

7－　　レ　　ビ

伝統ある鶴岡ロータリークラブに入会させていた

だいて、お蔭様でやっと6ケ月になりました。ロー

タリーの「ロ」の字も解らない私が、諸先輩の前で

スピーチを申し上げるには10年も早い気がします。

しかし、折角機会を与えていただき感謝をしなけれ

ばならないと考えます。ご理解いただけない点もあ

ろうかと存じますが、私なりにお話をしたいと思い

ますので、よろしくお願い申し上げます。

今回のテーマ「テレビの功罪」となってますが、

このテーマに適しているかどうか問題かも解りませ

んが、皆様ご承知の通り、テレビ朝日制作の「アフ

タヌーンショー」がやらせリンチで大問題になり、

テレビ朝日の社長がその番組を通じ謝罪をしました。

民放が開局して初めてのことです。そして、結果的

に急速番組が打ち切りになりました。なぜこうなっ

たのか、いろいろな事が考えられますが、第1に視

聴率競争ではないでしょうか。視聴率が1％上下す

ることはどのような事なのか若干お話したいと思い

ます。その前に、視聴率はどのようにして算出する

のか説明させていただきます。現在この視聴率を調

査する専門の会社（ビデオリサーチ）に委託する訳

です。その委託内容については、放送局側として一

切関与してはなりませんので、⑳で進められていま

す。その調査方法として三つあります。日記式留置

法、機械式、対話式（電話）です。その県によって

の　功　罪

関　原　亨　司　署

若干違うようです。例えば東京、宮城の場合は民間

が4局、5局あり、又、山形県は2局しかありませ

ん。これも調査経費のことを考えてのことと患いま

すが（各局で平等に負担する）、大体4局、5局の

場合は機械式でNTTの回線により各家庭（300～

400世帯）を結び調査しており、1週間毎にコンピ

ューターで処理され出てきます。この調査方法が一

番正確で理想的ですが、視聴率のみしか出てきませ

ん。一万山形県の場合は日記式で、4月、7月、10

月、12月の1週間ずつ年4回実施されております。

調査地域は県庁所在地で住民基本台帳を調査フレー

ムとし第一次抽出単位として50の町丁を抽出し、そ

れぞれの町丁から8世帯ずつを標本として抽出しま

す（計400世帯）。この抽出された世帯は㊨で行な

われていますので知ることはできません。調査項目

として、各放送局のプログラムを時間毎にチェック

していただくのが主です。その他に家族人数、世帯

主年令、職業、学歴、テレビ所有台数、宅配新聞等

が「緒に報告されます。機械式と日記式には、この

ように長所短所があるようですが、現在のところ広

告主協会から、この2つの調査方法が認められてい

ます。対話式の場合は、各局が自主的に調査する方

法で、ある一定の時間に集中的に電話で直接お聞き

することです。参考としての調査ですから正式な視

聴率とは認められておりません。

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



以上のようにして視聴率が出てきますが、営業的

に考えた場合、視聴率がどれ程重大なものか私なり

に計算してみました。先程のアフタヌーンショーの

場合を例に上げますと、

放送時間　12：00～12：55　20局ネットとして

CMタイム　6分（30秒×12回）

放送料金　30秒CM　500万円として

視　聴　率　20％として％コスト300万円

総放送料　500万円×12回＝6，000万円

誤解をまねくと思いますので申し上げますが、放送

料金は各局毎で違いますし、ネットする局数も違い

ますので、全部がこの通りであるのではありません。

又、視聴率についても各局が違います。時間帯も違

いますので大体のところで計算しましたので鵜のみ

にしないようにお願いします。それにしても視聴率

が1％で3百万円にもなるのです。担当ディレクタ

ーとして当然視聴率を気にしないではいられないと

患います。又、この番組は月曜日から金曜日まで、

担当が全部違いますので、その曜日としての競争も

ある訳です。放送に携る者として常に視聴率を気に

している訳ですが、公共的な要素を考え、この事件

を反省し、ドラマにしろ二ュ【スにしろ、もっとも

っと真剣に取り組む時と考えます。

最後に、放送とは送り放しと書きますが、これか

らは皆さんから送り出していただく時代だと思いま

す。どんどんご意見等をいただき、後味のいい、た

めになる放送が多くなることを希望しながら終りま

す。ありがとうございました。

⊂碑）
佐藤順治者

1．第3回クラブ協議会について

10月15日（火）16時より約2時間に亘りクラブ協

議会を開催し、引き続き18時より約2時間懇親会

を行いました。

協議会出席者　26名

懇親会出席者　23名

川　会員増強について庄司委員長より詳細な説明

があり、もう1回委員会を開催し、会員の皆さ

んに協力をお願いするとのことでした。

（ロ）プログラムについて市川委員長より説明がさ



れ、極めて細かいところ迄配慮がなされており、

我々の意見のさしはさむ余地などない様でした。

←う　インターアクトについて中田委員長より説明

があり、現在鶴工9名、高専11名だそうですが、

計画・実施に当っては、今一つ足りないものが

あり、今後委員会としては顧問教師とも協議の

上、活性化に努力したいとのことでした。

（⇒　教育110番について佐々木委員長より説明が

ありました。ただ、この110番は何時迄も続け

るものではありませんし、引き際を考える時で

はないかという事も言われ、その決定は運営委

員会（クラブ理事会）で早急に決めてもらいた

いとのことでした。尚、それに平行して市当局

の意向等と打診する必要があるとのことであり

ました。

2．鹿児島市、鶴岡市兄弟都市盟約15周年鶴岡記念

式典に参加、10月16日18時よりグランド・エル

サンで行われました上記式典に参加して参りまし

た。当クラブからは6名、他に商工会議所、教育

委員会関l系から3名、計9名でした。式典には鹿

児島市から陣羽織を着た赤崎市長、旧薩摩藩の島

津家当主等一行25名。鶴岡市からは斎藤市長など

200余名が出席、華やかな中にも型通りの式典が

行われ、「これからも南洲翁の遺徳をしのび、末

永く友好を深めてゆきたい」との雰囲気に包まれ

和気諸々の中に20時30分頃終了致しました。

3．先週入会されました碓氷節雄さんの所属委員会

をS．A．Aにお願いします。

4．今日例会終了後、この場所で臨時の理事会を開

催致しますので、理事の方暫時の間残って下さい。

5．昭和42年4月25日入会されました元会員の平田

責さんが昨日午後1時亡くなりました。葬式は24

日10時、本鏡寺で行います。時間のある方ご出席

下さい。

〔幹　事　報告）

○例会場所・時間の変更お知らせ

酒田東R．C．

秋野　　忠著

日　時　10月24日（木）　P．M．12：30

場　所　花王株式会社　4階講堂

酒田R．C．

日　時　10月23日（水）　P．M．12二15

場　所　酒田産業会館

立川R．C．

日　時　10月31日（木）　P．M．12：15

場　所　立川自然実習館

余目R．C．合同例会変更

日　時　11月7日（木）　P．M．6：00

場　所　白糸の滝ドライブイン

○会報到着→立川R．C．

0諸案内→1986，ラスベガス（61．5．31～6．4）

国際ロータリー年次大会

○週めくりロータリー名言カレンダー

申込〆切　11月11日

定　　価　1，200円

○ロータリー適用相場変更のお知らせ

11月1日から1＄216円（現行237円）

し委員会報jL）

〔親睦活動委員牟⊃
佐藤　　忠君

去る10月17日に、飯野準治さんが、湯の浜カント

リークラブ、7番ホールでホールインをなされまし

た。記念コンペを下記により開催致しますので、多

数ご参加下さいますようご案内申し上げます。

日　時　11月6日（水）午前8時集合

場　所　湯の浜カントリークラブ

会　費　　2，000円

懇親会　　グランド・エルサン18時　3，000円

お申し込みは、11月2日迄に事務局山下さんまで。

（二　マ　イ　ル〕

佐藤元伸君　　前回の会報の一部訂正があり。

三井　　徹君　10月15日の夜、鹿児島会の歓迎

前夜祭に、会長代理として出席

しました。



張　　紹淵君　（1）10月16日に東京ロータリー

クラブ65年記念例会家族会に

出席して。

（2）鶴岡西ロータリークラブの

ファイヤー．サイド．ミーテ

ィングで講演して。

飯野準治君　10月17日、7番ホールにて、7

番アイアンで、年令57才と云う

事で「7」が重なり、目出度く

ホールインをしました。

加藤　　賢君　　麺類開発研究会の会長に就任し

⊂垂二重∃＝吏）

笹沢左保講演会

子供の躾、親の役割

一甘やかしが子供を「ダメ」にする一

・と　き　昭和60年11月11日（月）午後7時

・ところ　鶴岡市文化会館

・受講料1，000円

多数のご来場をお願い申し上げます。

（ビ　ジクエ」

立川R．C．　　掩　　禅源君

鶴岡西R．C．　石黒慶一君．長野正彦君

＃十・十●・●★り・十一・

↓　ロータリー教室（8）
∵4．∴＝∵■蝿‥

（第1329回例会会報より続く）

次いで、カントリー・ミュージックのきらめくよ

うな間奏が入ります。米国オクラホマ州タルサのロ

｛タリアンによって構成されている「タルサ・メン

・オブ・ノート」の動きに合わせて、聴衆は足でリ

ズムをとりました。

本会議のテーマと一致する最終プログラムが三つ

実施されました。カルロス会長が、R．Ⅰ．の意欲的な

新出版物，The Right toRead－LiteracyAround

theWorld：ARotarySourceBook（読む権利一世

界から文盲を追放：ロータリー参考資料）を紹介す

るスライドのナレーションをしました。

11の国と地域の文吉追放研究の成果を収めた同書

は、3－Hプログラムから米貨28，000ドルの補助金

を受け、イブ・マルムキスト元地区ガバナーの監修

のもとに製作されました。マルムキスト氏は、スウ

ェーデンのリンチェビングR．C．の会員で、文盲追放

に関する世界的権威であります。マルムキスト氏は

国際大会に出席できませんでしたが、カンセコ博士

は、マルムキスト氏に称賛の言葉を送りました。

次の講演者は、カンザスシティの近郊、ショウニ

ー地区の教育局長でカンザスシティ・ロータリー・

クラブ会員のラジ．K．チョプラ氏です。チョプラ

氏はインドで生まれ、育ちましたが、1947年のイン

ド亜大陸の分割をもたらした紛争を経て、米国に移

住しました。チョプラ氏の提言は、青少年交換に参

加する学生が、まず1学期またはそれ以上の期間、

ハイスクール承認の社会奉仕プログラムに奉仕して

はどうか、ということであります。そうすれば、交

換学生は「他国へ滞在中、異文化間の相違を理解し

学ぶ」ことができるでしょう。

米国テネシー州のインターアクター達の楽しい余

興番組に続き、本会議は、フィンランド、ヘルシン

キのへルビ・シビラ女史の感動的講演によって幕を

閉じました。彼女は、青少年のニーズと関心に関す

る国連の展望について話しました。シビラ女史は、

1972年～80年にかけて、国連の社会開発および人

道問題担当の事務次長補を務めました。

菅　次回へ続く
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了らストスヒ一三∴

庄　内　の　歴　史　散　歩

1．赤川の由来
鶴岡から羽黒に行くには

どうしてもこの川を渡らな
ければならない。また、現
在は赤川と書いているが、
その昔は「朗伽川」（あか
がわノ　と書いておりました。

「閲伽」とは仏教語から
きたものであり、現荏では

修験道用語としても使って
おりますし、現代語では「仏に水を汲んでお供えを
する役」ということになろうかと思います。
現に修験道行事のなかに峰中修行という山伏の荒

業が百日間にわたり羽黒山中で行なわれ、これらの
中には新聞・テレビで紹介され、皆さんもご存じの
「南蛮いぶし」＝狭い籠堂（こもりどう）の中で、

戸窓を全部締め切り頁っ赤に燃える炭火の中に、南
蛮を大量に粉にしたものに小糠と生干しのよもぎと
ペンペン草の実と、どくだみの葉を交ぜ合せたもの

を蒸し焼きにし、それを大団扇であおがれるので、
その中で読経している者を想像をしてみて下さい。
私もこの行を十二回ばかり経験したことがありま

すが、涙と鼻水とくしゃみとがわれ先にと出てきて、
いやはやたまったものではありません。

このほかにも「柴燈護摩」・「天狗角力」など有
名になっているものも少くありません。

2．宿　　　坊
手向の集落には、さまざまな門構えをした宿坊が

あり、その門の左右には、大小の木札がさがってい
る。それには、群馬県吾妻郡草津町などと書かれて
ある。これがその宿坊の縄張りを示しており、これ
以外のものを泊めたりすると、村八部扱いを受ける
のである。

3．山伏と霞場
昔から、仙人は霞を食って生きているなどと云わ

れているが、山伏も霞をくって生きているのである。
霞とは、霞場とか員都場とも呼ばれている、各自

の勢力地域である縄張りのことであります。
山伏の住む高い山からみわたせるかぎり、カスミ

戸　川　安　弘　氏

のたなびくかぎりは、ことごとくわが領地であると

こころえ、講をむすび、フダをくぼってサイセンを
あつめるのは年貢をとりたてるのと同じであるとい

うので、この名を生じたといい、生活のかてをカス
メトルところからカスミと呼ぶのである。

また羽黒山の山伏は、カスミを支配する権利を別
当によって承認され、「カスミの証文」というもの
をあたえられました。

4．現在の出羽三山になるまで
出羽三山とは、和銅五年（712）に建置された出羽

国の約半分を占める山形県のほぼ中央に、日本海に
面して逆「く」の字型につらなる羽黒山（海抜419
m）・湯殿山（同1504m）・月山（同1980m）をい

う。中世以来、この三山に葉山（同1462m）を加え
て教練を引き、ここで修業した験者・山伏を羽黒山
修験と呼んだばかりでなく、関東・信越以北の土地
を羽黒権現の敷地とするにいたるが、既に平安時代
の末期には、さきに書いた大峰修験・熊野修験と肩
をならべて京洛の地に出没するようになり、南北朝
時代には北昌親房に従って京にのぼるほどの軍事力
があったことは「慈恵大師伝」「北条九代記」「大
平記」「吾妻鏡」などにもみえる。

これらの書籍が発刊された頃には、羽黒修験の名
が中央に聞こえていたことを何よりも示すものとい
えよう。しかし、三山の中に湯殿山をかぞえるよう
になったのはきわめて新しく、江戸時代になってか

らである。

昔は、この葉山が三山の中に入って、湯殿山は三
山総奥の院とされていた。それが戦国動乱の時代に
入り、葉山にかわり、烏海山（2230m）を加えるこ
とにしたのであるが成功しなかった。そこで、これ
までも三山総奥の院となっていた湯殿山を三山に数
えるとともに、総奥の院でもあるということにした
のである。

5．湯殿山とミイラ
わが国には、およそ二十三体のミイラがあり、こ

のうちの一体は中国人というから、二十二体は日本

人のものということになる。
二十二体のうち、東北地方のいわゆる「出羽三山」

あなたが鍵です－会員増強にご協力を．／



に関係のあるものは十一体におよび、その山麓地帯
には、日本人ミイラの27％以上にあたる六体が現存
しているのである。その六休のミイラを古い順に列
挙してみると、
その1．本明海上人（東田川郡朝日村岩本＝本明寺
に保存されている。入定したのが天和三年とある
から1683年であるので、今から295年も前である）

その2．忠海上人（酒田市日和山の海向寺に保存さ
れ、宝歴五年二月二十一日入定とあり、今から
223年前）

その3．真如海上人（東田川郡朝日村大綱の大日坊
に保存され、天明三年八月十四日入定、今から
193年前）

その4．円明海上人（その2と同じ海向寺保存、文
政五年五月八日入定、今から156年前）

その5．鉄門海上人（東田川郡朝日村大綱の注連寺
にあり、今から149年前）

その6．鉄竜海上人（鶴岡市の南岳寺にあり、今か
ら110年前）
6．ミイラにはなぜ「海」の字をつけたがるので

あろうか。

湯殿山系のミイラには、本明海・忠海・真如海…
などと全部に「海」の一字をつけてあるのにお気づ
さと思われますが、これには湯殿山を開いた弘法大
師がおなじような誓いをたてて高野山の奥の院に入
定している、という信仰に基づくものであったから
かれらは自分の名前を大師にあやかって○○海と、
「海」の字をつける三字名にしたのであり、これを
「一世戒号」または「一世海号」といったのです。
これに対して、信者たちは深い信頼を寄せ、即身仏
とあがめ、肉身仏といった。ミイラ仏と呼ぶように
なったのは、昭和三十六年に出羽三山ミイラ研究会
（翌三十七年、日本ミイラ研究グループに発展）が

即身仏の調査・研究を始めてからであります。

（盲‾可　市川輝雄君
民俗研究家として名高い戸川安章氏の長男です。

日本民俗学会、日本宗教学会、東北生活文化学会、
その他の多くの学会、協議会の会員であり、現職は
鶴岡労働基準監督署第二課長でいらっしゃいます。

（会長報草つ　佐藤順治者
1．ロータリー財団奨学金申請者の件

10月17日山形大学入学中の佐藤利夫君（現在宝
町羽黒荘在住一本籍山形市緑町）よりロータリー
財団奨学金の申請書が提出されました。それで、
去る10月22日例会終了後この場所で臨時の理事会
を開催し、この件について検討致しました結果、
この申請書を承認致しましたので、ご報告申し上
げます。

2．台中港区扶輪社訪問の件

先にお話申し上げました台中港区扶輪社創立15
周年記念式典に参加することに決めたので、その
為の委員会を作りたいと患います。この委員会は
式典参加者約10名を募集してもらいたいのです。
委員会の構成は、出席委員会、国際親睦委員会の
合同として、委員長は塚原初男さんにお願いしま
す。10名の方が決定したらば、この委員会は解散
します。次には参加する会員で委員会を作り、参
加者の拡大、その他細部に亘る計画を立てたいと
思います。参加人員の目標は約20名と考えており
ます。尚、奥さん同伴も大歓迎いたします。奮っ
てご参加願います。

3．会員増強について
4．次回例会日は定例の理事会を開催致します。11

時30分より始めますから、時間厳守の上出席して

「高手報告）　秋野　忠君
○例会の時間・場所の変更のお知らせ

1．八幡R．C．

11月1日（金）町内文化祭のため市条公民館に
て例会

11月8日（金）P．M．3：00　市条公民館

職場訪問と職業奉仕の話合い
P．M．5：30

第700回創立記念例会

会費　2，500円

2．余目R．C．

11月8日（金）の例会をいも煮会及び立川R．C

との合同例会のため、11月7日（木）午後6時、

白糸の滝ドライブイン、登録料4，500円
○回　覧

1．ボラントピア事業指定記念第9回鶴岡市民福

祉のつどい開催について
11月10日　P．M．1：00～P．M．4：30

中央公民館市民ホール
2．鹿児島市長より親善使節団のお礼状

3．全国ローターアクトクラブ名簿

○お知らせ

1986年用ロータリーダイアリー（卓上用）1部

1，000円、ロータリーカレンダー（壁掛用）1部

500円、必要な方は事務局まで。

（委員会報告⊃

（親睦活動委員筆⊃
10月23日商工会議所ゴルフ大会において、準優勝

になった松田貞夫君、第1位になった佐藤忠君より
スマイルがありました。

（ビ　ジ　し二」

鶴岡西R．C．　児玉光弥君
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（j員スどこ盲つ

ロータリーとの出会いとその妙味

石　黒　慶之助　君

1931年（昭和6年）国際ロータリー第70地区年次

大会において米山梅吉ガバナーは「新会員には次の

三つの不平がある」と申されました。

（1）出席しても面白くない

忙しいのに時間が厳重で休めない。スピーチ

には感動もなく、例会は型通り、食事もうまく

ない、旧い会員がのさばり私共に声をかけてく

れない。地域社会の代表的職業人と称しながら

社会や政治にも関心を示さない。何んのための

出席かわからない。

（2）クラブに活力が見られない、魅力がない

奉仕を志す者の集団だと言い乍ら何もやって

いない。旧い会員はこの位で丁度よいのだと言

って吾々に仕事を与えてくれない。バッチを付

けた年輩者の昼食会のようだ。

（3）ロータリーは何を目的としているのか教えて

くれない

先輩は仲良しのようだが、どうしたら仲間に

入れるか教えてくれないので、自分はどこに行

けばよいのかわからない。

と、大きく分類されるようだ。これに対し米山梅

吉は、「皆さん、あわてないで下さい。ロータリー

は見えないところに重要な仕事があり、目立たぬと

ころに妙味があるのだと申されました。

ここで、ロータリーの重要な仕事とか妙味につい

てお話したいのですが、それには時間がかかりすぎ

ます。その前に、私のロータリーとの出会いについ

てお話しいたしますので、その中からおくみ取り噴

けば有難いと思います。

昭和34年（1959年）春頃、鶴岡にロータリーク

ラブ設立の気運があるから、その説明会を鶴岡ホテ

ルで行うから集まってほしいと連絡され出席いたし

ました。講師は山大名誉教授安斎徹先生でありまし

た。お話を承わり国際ロータリーの定款、細則が非

常に厳格であり、且つ毎週の例会には必ず出席せね

ばならぬことを教えられ、当時私は46才位で、鶴岡

歯科医師会副会長と県歯科医師会の種々な役職を持

っていたので、時間の割愛できず創立会員になるこ

とを断念いたしました。

その後、小花盛雄先生、三浦岩次郎さん、佐藤伊

和治さんなどから毎年のようにお声をおかけ頂きま

したが、「そんな偉い人々の仲間に入る資格も能力

もない」と言って断わって参りました。しかし、佐

藤伊和治さんの会長年度に金井国之助さんが訪ねて

きて、例の調子で強硬に推められ、「会員選考委員

会で入会の許可されているから必ず人らねば困る」

と強引に勧誘され、三浦の叔父からも入会を求めら

れ、しぶしぶ入会したのがロータリーとの出会いで

あります。その時49才でした。

11月に新穂光一郎さん、五十嵐伊市郎さんと3人

あなたが鍵です－会員増強にご協力を．／



が「緒入会しました。三浦の叔父からは「出席だけ

は絶対に守れ」と言われ、覚悟決めて出席を続け、

欠席の時は酒田や山形へ多くメークし続けました。

入会以来、父の葬式の日だけ一日欠席しただけであ

ります。それからまた続け、22年間の皆出席者にな

っています。例会への出席なくして親睦も奉仕もあ

り得ないわけです。出席は会員の義務や責任ではな

く、特権であると思うようになりました。

入会して4～5年の間は、先ほど話したような新

会員としての不平を持っていましたが、毎年臭った

役職に付けられる毎に種々な奉仕活動を求められ、

奉仕のために新旧の会員の別なく平等に、力を合わ

せてロータリーの勉強することは人生に何か教えら

れるものがあることを知り始めました。そして、偉

い人々とも共に話し合える機会を与えて頂きました。

換言すれば、好むと好まざるに拘らず種々な奉仕を

求められ、新しい可能性への挑戦を求められ、自分

の中に眠っている才能を引き出され、表現を迫られ

てきたわけであります。そして「ロータリーでは頼

まれたらNOと云わない」慣習が生まれ、「会員は

すべてアクチブ会員であるから、何かやらねばなら

ない」と云う自発的活動力が生まれてきたのだと思

います。

6年目になって、鶴岡高専にインターアクトをつ

くるため、小花先生より第353地区インターアクト

委員に推薦され、秋田の渡辺綱彦ガバナーの地区委

員総会へつれて行かれました。車中種々ロ【タリ【

の解説を受けましたが、あまり興味を覚えるほどで

ありませんでしたが、後になって先生の情熱に感動

することが多かったと思います。

ところがその年の11月（入会後7年目）に、次年

度第10代の会長の指名を受けました。正に晴天の霹

靂。予期しない難事にめぐり会ったわけです。その

当時は会長エレクトとか副会長が会長に予定される

制度がなかったので、よもやご指名を受けることな

ど考えてもおりませんでした。私よりも先輩で優秀

な方が沢山おられるのに、幹事や副会長も経験して

いない未熟な会員に会長指名とは驚きのみで、固く

お断りいたしました。

私は自分なりに無能で鈍才であると認識していま

したし、音痴で歌も唱えず、酒は弱く、マージャン

ゴルフも出来ない男です。非社交性で我欲と煩悩に

明け暮れている、極めてロータリアンらしからぬ愚

直な男であり、自分では歯医者の仕事で一杯であり、

とてもそんな大役を受け入れるわけには行かぬと思

いました。

しかも、指名を受ける年度は10周年記念行事、交

換学生の受け入れ予定、鶴岡高専へのインターアク

ト設立、NBロ【タリークラブとの友好の進展等々

が予定される年度であります。私は拒否し続けまし

た。1週間位の間、ねむれぬ日が続きました。その

頃、池内方平さんと三浦の叔父が来訪し、「会長経

験者全員で協議して決定したのだから断わることは

出来ないぞ」と脅迫的に膝づめ談判です。再三辞退

すると、「幹事には有能な三井健さんをつけるし、

私共もお前の足りないところを皆で支援するからや

れ」とのこと。既にお膳立てを自分達で内定し、私

の考えなど差しはさむ余裕がない。先輩の友情と好

意は判るが、断り方の下手なためか圧し切られそう

になったところへ小花先輩より電話が入り、「今回

の元会長会議で次期会長候補の人選で種々論議した

が、君を最適任者と決定した。断れば悪い前例とな

るばかりでなく、他人を傷つけることにもなりかね

ない。僕も充分支援するから、是非引き受けてほし

い」と慰めと激励の言葉を噴きました。私は前途貞

暗闇の中で、ロークリ【の善意と友情という光明を

頼り、唯一燈を頼りにお受けすることを決心しまし

た。

ロータリーは恐ろしいものです。好むと好まざる

に拘らず、奉仕の機会を与えられます。会長を曲り

なりにも終了すれば、温海ロータリークラブの特別

代表、これが終れば数々の地区委員、分区代理、大

会幹事、そしてガバナーノミニ【の指名を受けると

言うように、宿命的にtt超我の奉仕いに追い込まれ、

72才の高令になっても未だにずるずるとロータリー

に引き込まれている現状であります。

その間、鶴岡クラブの皆様にはどんなにご迷惑を

かけ、お世話になったか判りません。会長もガバナ



－も独りでは何も出来ないのです。皆様の心からの

ご支援がなければつとまるものでありません。私に

は幸いにも皆様からの暖かい友情と献身的なご援助

がありやって来れたのであります。そしてそこに友

情が生れ、信じ合える同志ができました。ここに改

めて深甚の謝意を表します。

過去25年間のロータリー人生を顧りみる時、金銭

では買える貴重な宝物を沢山頂いたと思います。

He Profits Most Who Serrves Best　とい

う標語を実感として経験させて噴きました。Prof－

itsということは金銭だけでなく、「人生の妙味」

とか「心の充実」とかを意味するものと考えており

ます。

ポールハリスの言によれば、tt人生の成功は巨寓

の富を得ることではなく、また地位や権力を得るこ

とでもない。如何に多くの友を得るかである▲｝と明

言されています。どうぞ皆様この言葉を頑味して下

さい。

ロータリーはあくまでも親睦が基礎であり、善意

と思いやりの心があれば誰とでも遠慮なく話し合え

る筈です。クラブ内の会員同志は勿論、100万人の

（会長報告）
佐藤順冶署

1．教育110番について

相談件数が少なくなり、今後の対応策を11月12

日の例会終了後、理事会、特別委員会メンバーで

相談する事に決定しました。

2．例会場所・時間の変更

ィ．12月10日

場　所　中央公民館

時　間　12：00一、一12：30　例　会

12：30へ｝13：30

プラネタリウム見学

ロ．12月17日　クリスマス家族会のため

場　所　　グランド．エルサン

3．佐々木詰彦君が東林山宝蔵寺の住職になりまし

ロータリアンはすべて皆様からの話しかけを待って

おります。皆さんは国内は勿論、海外のクラブ例会

に予約なしでメ【クしても断わるところはありませ

ん。見知らぬ万々でも喜んで迎えてくれます。これ

は吾々の特権でなくてなんでありましょう。また、

海外へ出張されてもバッチをつけておれば、税関で

も、警官でも、ホテルでも紳士として接待してくれ

ます。

ロータリーは今や、国際連合40年の業績以上の国

際理解や世界平和に貢献しているように思います。

皆さんは奉仕の理想に向って、もっと誇りと自信を

もってよいのではないでしょうか。

日本は経済的にも、科学文化においても世界一流

の国家となっておりますが、「心おごり礼節を忘れ

た国」と批判を受けております。これから益々奉仕

の理想を求め、世界人類の幸せのため、ロータリー

の発展に努力しようではありませんか。

「ロータリーは知ることではなく、心で感得する

ものだ」と言われたロビンスRエ元会長の言葉に共

鳴しております。

た。11月4日宝蔵寺に於いて就任式があり出席し

てまいりました。当クラブからは8名出席されま

（幹事報告）
秋野　　忠君

○会報到着→鹿児島R．C、酒田R．C

（委員会報‾亘〕

（出席委員套つ

◎年間皆出席

23年間皆出席　新穂光一郎君

14　　〝　　　富樫艮吉君

7　　〝　　　藤川享胤君



◎10月100％出席　55名

秋野．阿蘇．張．藤川．平出．早坂．飯白．石井，

石川．石黒．板垣（俊）．市川．飯野．川村．黒谷．

小池．皆川．斎藤（庄）．塚原．忠鉢．三井（賢）．

三井（健）．嶺岸．迎田．諸橋．松田（貞）．松田（士）

中江．中田．斎藤（隆）．佐藤（忠）．佐藤川煩）．

佐藤（友）．佐藤〔元）．新穂．菅原．鈴木（善）．

鈴木（弥）．庄司．佐藤（英）．佐々木．斎藤（昭）．

白坂．高橋（良）．丹下．津田．手塚（林）．富樫．

高田．内山．若生．山口．吉野．関原．佐藤（衛）

（親睦活動委員会）

会員誕生

藤川享胤君．匹田良平君

平出統一君．皆川光吉君

佐藤　　衛君．鈴木善作君

佐々木籠彦君．斎藤庄治君

丹下誠四郎君

奥様誕生

飯野美和様．小松久子様

小林　　清様．中田安子様

菅原和子様．佐藤夫佐子（英明）様

白坂一世様．丹下せい子様

11・12月（予定）

11月19日　ヨガの魅力　ヨガ教室　星川恵美

11月26日　錦鯉の話

日本愛鱗協会県支部長　井上　　智

12月　3日　うまい話に御用心

消費生活センター　富樫貞一

12月10日　プラネタリウム　酒井玄蕃と北斗七星

会場変更　視聴覚センター

12月17日　クリスマス家族会

会場変更　グランド．エルサン

12月24日　話題の人とインタビューあれこれ

NHK　坂本耕一

12月31日　年忘れ例会

⊂をマ　イ　ル）

佐々木詰彦君　　晋山結制退室式を終えて

板垣広志君　　会議所コンペで優勝して

匹田良平君　　ボウリング大会において団体・

個人で優勝して

塚原初男君　　国際親睦委員台湾行きの期待を

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C　　菅原隼雄君

羽根田正吉君

「√　ス　ト）

ジュリー．エリザベス．マックレ【

きき与学萬
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（ゲストスピーチ）

私　　と　　国

10月に1度お招きをいた
だき、GSE派遣を前にし
て抱負をのべさせていただ
きましたが、先日、藤川さ
んより電話があり、今日ス
ピーチをやるようにとのお

話しでございましたので、

前回と重複する点もあり、
お聞きぐるしいかと存じま

すがお話しさせていただき
たいと思います。

GSEの出発は来年5月1日の予定です。これか
ら冬の闇、専問分野である農業関係の資料を一生懸
命集めてみたいと思って居ります。

GSEの大きな目的としては、自分の専問分野で
ある職業の研究と、国際理解を深めることであると
いわれています。
国際理解といわれても私共なかなか身近かには感

じられないのが実情ではないかと思います。最近海
外より大きなニュースが逐次入ってきます。しかし
これが私達のくらし、殊に私の場合は農業をやって
いるので、これがどうかかわりがあるのか、直接ひ
びくことはまずないと考えられます。

しかし結局、最後には地球の中で起っている事だ
から自分にも関係があるんだなあと考えるようにな
ってきました。

私は1977から1978まで今鶴岡に来ておられるジ
ュリー．マックレーさんと同じように、交換学生と

してオハイオ州に送っていただきました。その時感
じた事を少し話してみたいと思います。
やっぱりジュリーさんと同じように言葉が少しし

か出来なかった。中学、高校を通じて英語を勉強し
て来たけれども通じなかった。簡単な事なら言える
が、自分の気持ちを表現しようとするとなかなか出
来ない。これから一年暮さなければならない、早く
言葉を覚えなければとあせるのですが、思うように
出来ない。だんだんプレッシャーを感じ、3ケ月過
ぎに相当に落ち込んだ気持ちになった。しかし言葉
は通じなくても同じ行動をとる事によって、気持ち

際　理　解

木　村　日出夫　氏

と気持ちのふれあいが生じて信頼が生まれ、どうに
か毒すことが出来たと思います。

また言葉の壁にぶち当って、まだ本当の友達がな
かったので、3～4ケ月頃相当悩んでホームシック
になりかけていた頃、丁度私がアメリカに出発する

前の年まで鶴岡工業におられたというダイアンさん
という、ペンシルバニアに住んでおられた万から遊
びに釆ないかという手紙をいただきました。

何としても行きたかったのですが、ロータリーの
きまりで一人ではだめだと言われました。しかし、
クラブでも私の気持ちを察してくれ、このままでは
ホームシックがひどくなるばかりと判断したんだと
思います。ペンシルバニア迄の切符をクリスマスプ
レゼントとしてやるから、行ってホームシックを直

して来いと言われました。この旅行を機に言葉の上
達が進んだように思っています。今迄は何といって
も甘えの気持ちがありましたが、見ず知らずの人と
の接触は大変勉強になったいい旅行だったと思って
います。

昨日私の英語のサークルにジェリーさんがおいで
になりましたが、やはり私と同様言葉についての悩
みを話しておられました。これからだからと励まし
てやりました。やはり言葉のハンディが一番大きい。

その国の言葉を自由にあやつることが出来て初めて
本当の暮らしが分るんだなあとつくづく感じました。

私の二番目のホストファミリーの家はお父さんが
心臓が悪く、お母さんがボートを作る工場に働きに
行って4人の子供と私を養ってくれていた訳です。
アメリカにもこういう家族がいるんだなあと思いま

した。地球に住む人は肌の色、目の色などには関係
なく、家族という小さな人と人との連がりの上に成

り立っているんだなあとつくづく感じました。
1年間アメリカで暮して友達も沢山出来ました。

ロータリー交換学生だけでアメリカ一周旅行にも参

加しました。今、世界のあちこちに友達がいます。
世界のニュースを見る目も違って来ました。例えば
メキシコで地震があれば、メキシコの友人と結びつ
け身近に感じるわけです。
私としての国際理解とは、人と人との理解から更

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



に国と国との理解を深めて行く事ではないかと思っ
ています。

これから来年5月の出発まで、6週間という滞在
期間中もっともっと有意義な理解を深める事が出来
るように下準備をし、勉強をして、友達もいっぱい
作って来たいし、鶴岡のいい所を沢山紹介して参り
たいと思って居ります。

〔会長報告）　佐馴原治君
1．鹿児島西R．C会長副田正臣、鮫島志芽太の両氏
より鄭重なるお礼状が参りました。このお2人は
去る10月16日グランド．エルサンに於きまして兄

弟都市盟約15周年鶴岡記念式典開催の時、鹿児島
市親善訪問使節団に加わっておりました。

2．11月9日、庄内分区代理和嶋茂男さんより松永
ガバナーよりの依頼事項として、次の様なアンケ
ートと調査の依頼がありました。

記
1．ロータリアン夫人の会の結成状況と今後の見

通し
2．ロータリアン夫人（会）としての独自の奉仕活

動実績
3．11月9日18時30分より中国飯店におきまして訪

台準備委員会の第1回目の会合を開きました。細
部に関しては後刻委員長の塚原さんよりご報告が
あると思います。

4．教育110番について

最近教育110番の相談件数も著しく減少してお
りますので、今後の問題としてどう処理すべきか
という事で11月5日の理事会に諮りましたところ
110番の特別委員会の委員をも含めて相談すべき
であるとの意向でありましたので、本日例会終了
後、運営委員、特別委員会の委員の方々お残り下
さい。

5．咋11月11日19時より中国飯店におきましてS・
A・Aの委員会を開催し、今後の在り方について
種々協議を行いました。石川先輩からは経験に基
いた貴重なお話など発表して頂き、ほんとうに有
難うございました。

⊂車＿＿事報告つ　秋野　忠君
○会報到着→遊佐R．C、東京R．C、鶴岡西R．C
O案内（P・R）

・北朝鮮帰還の日本人妻自由往来実現運動の会製

作の映画の案内
tt鳥よ翼をかしで－

11月14日　P．M6：00

第3学区コミュニティセンター1，000円
ONTT鶴岡電報電話局より自動車電話設置の案内

（要員会翠＿草⊃

（訪台準備委員会〕頓原初男看

第1回訪台準備委員会報告
日　時：昭和60年11月9日　午後6時30分～9時

場　所：中国飯店
出席者：会長（佐藤）、幹事r秋野）

委員（松田（貞）、小松（廣）、山口、塚原）
オブザーバ鵬（中江）、計7名

議　題：台中海区R．C創立15周年記念式典への参
加について

（1）訪台日程（案）
昭和61年5月10日頃　3泊4日程度

（2）参加者の範囲
会員及び会員家族等

（3）理事会への提案事項
海外盟約クラブ登録料の予算化について

（4）メークアップ

訪台旅行期間中

（出席委員会）
1985一一1986出席率表

LL＿三上」と」
三井　徹君　　長男盾夫氏が西ロータリーに入会

したので
手塚　拓君　　百万石祭パレードに会社のオープ

ンカーを使わせてもらったので

（ビ　ジ　タ　ー＿」

鶴岡西R．C　　斎藤健治君．阿部光男君
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・示トスヒーチ

ヨ　　ガ　　の　　魅　　力

人間、食べること、寝るこ

こと、動くこと、この三つ

をうまくバランスをとり、

日常過ごすことができると

健康管理がうまくいくと思

います。私は、食べること

に於いて、常に腹八分目を

守っております。満腹であ

れば、内臓の諸器官が通常の働きを行なうのに要す

る休養の時間が3時間必要だといわれます。3度3

度の食事を満腹になるまで食べれば、休養（寝るこ

と）が3倍の9時間必要だということになります。

今の私の状態では、それだけの時間はとることは出

来ません。ですから当然軽い食事になるわけです。

できるだけ、長い時間休内に熱量の蓄積されないも

のということになります。最近、話題になっている

油抜きの食事ということで、昼はおにぎり2個程度

を採ることにして、自分の都合のついたところで食

べましたが、私にとっては非常に味気ない昼食で、

3日でやめてしまいました。食事をするということ

は、同席した人達とコミュニケーションをとるとい

う大きな利点もあるわけですから、ただ、健康管理

のためとはいえ、無味乾燥であってはいけないと思

います。ですから、今、注意していることは、腹八

分目を守ることで、あれはだめ、これはだめと制限

しないことにしております。

寝ることにおいて、普通成人した大人であれば睡

ヨガ教室　星　川　恵　美　さん

眠時間が6時間必要であるといわれます。前後1時

間づつの仮眠状態と、熟睡4時間です。私のように

横になればすぐ寝てしまうような人であれば4時間

で十分というわけです。だいたい1時頃に寝て6時

前に起きるようにしていますので、私の場合は理想

的な睡眠時問であり、食事とのバランスもうまくと

れているということになります。何しろ、どこでも

どんな状態でも平気で寝てしまいます。日中10分か

ら15分の昼寝が、夜の睡眠時間1時間と同じ効果が

あるといわれるので、そのわずかな時をできるだけ

とるようにしております。

そして、最後の動くことに於いてですが、午前中

夜とヨガをやり、午後の時間は子供達に体操の指導

を行ないながら、一緒に動いているわけですから、

一日中黙っている時間がないようです。以前（ヨガ

をやる前）は、身体の具合が悪く、だらだらとした

生活を送っておりましたが、ヨガのお陰でみちがえ

るほど健康になり、人の倍は働けるようになりまし

た。このようにヨガにより体造りが行なわれ、体に

対して余裕が出来ると、それを管理してゆくにはど

うしたら良いか考える力が出てきます。張り切り過

ぎて、途中で終らないように日頃から少しづつ積み

重ねていき、歯をみがいたり、顔を洗ったりするの

と同じように、ごく自然に管理が出来るようにする

わけです。今後も、うまくこの3つのバランスをと

り、摂生をしながら長生きをしたいものだと考えて

おります。

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



（会長報告）
佐藤順治君

1．過日ご報告申し上げましたロータリー財団奨学

金申請者．佐藤利夫君の件、11月16日地区より連

絡があり不合格との事でした。

2．台中港区クラブより書簡あり。

台中港区クラブ国際奉仕青少年奉仕委員会で

は、国際理解を深め国際親善を計る主旨に基

き、国際青少年（小中学生）の図画、書道の

合同展示会を企画しております。

（1）合同展示→各クラブの作品を一括し、回

覧合同展示する。

（2）単独展示→希望クラブの作品と台中港区

クラブの作品を一括し交換展示する。

台車港区クラブ

国際青少年奉仕委員会

陳　　　宗　擢

姉妹クラブ　　東京青梅クラブ

鶴岡クラブ

静岡日本平クラブ

友好クラブ　　宇和島南クラブ

台中港区クラブ

上記2案がありますが、どちらがご希望か11月

3日迄お知らせ願いたい。

3．次回の例会では、当クラブ細則第4条第1節に

より次期役員を選出する総会を開催致します。

4．賜暇について説明する。

（幹事　報告）
秋野　　忠君

（1）会報到着→台中港区R．C

（2）案内→清　水　屋

（創業60周年記念特別企画招待状）

京都展11月22日～11月27日　清水屋4階

（3）ロータリー名言カレンダー領布のお知らせ

希望者　〆切11月30日

（4）ロータリー財団協力の日、1人1＄以上

（委員会報告）

〔クータリー財団委員会‾‾〕
藤川享胤看

1984～1985年度の総額の寄附金が57億5，000万

円。前年度が約56億円。1917年からの総額が485億

3，000万円。

なお、ポールノ＼リス．フェローが昨年度18，980

人。トータルで126，000人。ポール．ハリス．準フ

ェローが18，966人。総数で78，939人となっており

ます。

なお、本日の寄附金は14，871円です。

〔垂際親睦活姦⊃
塚原初男看

例会終了後、第2回の訪台準備委員会を開催致し

ますので、委員の方はご出席下さい。

（ス　マ　イ　ル）

斎藤庄治君　　大正15年11月11日創立、満60年

を迎えて祝賀会を開催。

関原亨司君　　喉を痛めて皆さんにご心配をお

かけ致しましたが、治りました。

石黒慶之助君　　阿部さんから80年前の父親の写

っている写真を見せていただき

ました。

飯野準治君　　関原さんのスマイルに関係して。

三井賢二君　　先程の80年前の写真に私の父親

も一緒に写っておりました。

黒谷正夫君　　娘が山形大学の附属病院の助手

に昇格して。

藤川宇胤君　　先週木村さんのゲストスピーチ

に、委員長である私が欠席した

（jジ　タ　二）

鶴岡西R．C　　瀬尾助三郎君．長野正彦君
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（垂妻⊃
錦　鯉　に

錦鰻は皆さんの中でも飼

っておられる方も多いこと

と思います。そういう方々

の前でお話しするほど私の

話しは権威があるものでは

ないということをあらかじ

め御了承願いたいと思いま

す。

錦鯉の産地は新潟の小千谷、小出周辺一帯、いわ

ゆる魚沼郡です。最初は食用鯉として生産していた

が、これが突然変異で赤とか白とか黄色のものが出

来て、それに改良を加えて現在の錦鯉になったもの

であるといわれています。小千谷周辺は雪も深く、

米も多くはとれません。そういう環境の中で食用鯉

の生産が初められたものと思われます。

色のついた鯉は徳川時代からあったと言われてい

ますが、勿論最初は少し赤みや白きがついていた程

度だったと思われます。

現在錦鯉関係の団体は二つあります。一つは業者

の方々、錦鯉業者組合。それに私共愛好者の会、つ

まりアマチュアで組織している全日本愛鱗会があり

つ　　い　　て

井　上　　　　智　氏

ます。これは全国的組織で東北支部、山形県支部が

あります。私が県支部長をやっているものですから

そんな関係で今日皆さんの前でお話しする機会を得

たものです。

この会の事業としては、毎年春と秋に品評会を行

っております。当然審査員によって良否がつけられ

るわけですが、その場合、次のように分類して行い

ます。色による分類としては紅白、三色、昭和等13

種類に分けられます。又、寸法によって1帥までを

1分（当才）、25mを2分、以下85仇を8分と称し

て分類し審査を行っております。これは5分位迄は

1年に10の花位成長するということから分類されたも

のです。皆さん方が飼っていらっしゃるのはそうは

伸びないと思いますが、飼い方によっては伸びるも

のなのです。

こうして各クラス毎に賞を決め、最後に総合優勝

を決めているわけです。

鯉は犬などと違って非常に長生きする生物です。

今迄わかっているもので300年という記録がありま

す。犬ならば約1年で成長がとまりますが、鯉の場

合は10年すぎても1年に1～2仇成長します。非常

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



に長持ちする生き物です。

しかし、これには飼育管理が重要である。先づ池

の大きさですが、各人、夫々の大きさで作っておら

れるようですが、深さは1m以上でないと完全な管

理はむずかしいのではないかと思います。それから

大切なことは水がきれいなことです。水活ければ魚

すまずなどという諺もありますが、あれはバクテリ

ヤ等の食料の問題や、外敵から自分を守るというと

ころから出たものであり、実際はあくまで酸素の一

杯入ったきれいな生きた水でないと、思うように色

があがらないし、成長しないということです。しか

し、池を直すとなるとかなり大変ですので、私がお

すすめするのは水に流れをつくり、死水をつくらな

い事、これが重要な事だということです。水を動か

す事によって酸素を含ませ、PH値を7．3～7．4程

度に保つと色の仕上げも良くなってまいります。更

に錦鯉に害となる嫌気性バクテリヤを除くことが出

来ます。

その他、色々といい水を作るために研究を行って

いるが、なかなか思うようにいかないのが実情です。

それではここで何かご質問がございましたらお受

けしたいと思います。

Q　三色とは色が変るものか？

A　色あげ餌などによって変らせる場合と、水で行

う場合があるが、色あげ餌でやったものはどうし

ても色がとぶことが多い。色により温度管理によ

って色をあげることもある。

Q　底はどうしておいたら良いか？

A　底はできるだけきれいにしておき、ざらざらを

なくし、ビニール塗料を塗っておいた万が良い。

それによって水の循環が良くなる。

⊂会長報告〕
佐藤順治者

1．留学生ジュリーの第2回目のホームステイが鈴

木正昭君であります。去る11月24日引越しをしま

したので、ご報告致します。

2．インタ【アクトクラブ地区外研修について

3．本日後刻年次総会を開催します。

⊂重き二二重j⊃　秋野　忠君

○例会時間・場所変更のご案内→鶴岡R．C

日　時　12月10日（火）

例会・昼食　12：00～12：30

プラネタリウム　　12：30～13：30

場　所　鶴岡市中央公民館

視聴覚センター

○次年度副会長の指命について

指命委員→会長一任

（中江，内山，川村，山口，佐藤各氏）

し旦」し」二二）

温海R，C　　　藤谷　　隆君

鶴岡西R．C　　中村　紘君

児玉光弥君
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（ゲストスピーチ）

最　近　の

消費生活につきましては、

ここに御参集の皆さんの万

が私よりはるかに多くの知

識と経験をもっていること

と思いますが、悪徳商法に

ついて考えてみたいと思い

ます。

昔の諺に「安物買いの銭

失い」、「ただ程高い売物はない」とか、または、

「うまい話には落し穴がある」とか、音はよく部落

の入り口に押し売り表札がよくみられました。最近

はこれが訪問販売に変ったわけであります。豊田商

事事件、投資ジャーナル問題等が今年のトップ二ュ

】スになったわけです。

消費者問題の経過、無店舗による通信販売の実態、

悪徳販売の手口、これらの手口にかからないために

どのようにしたらよいのか、そのポイントとして、

クーリングオフ、無条件解約、第2にネガティブ・

オプションについては皆さん方ぜひ知っておいてい

ただき、役立ててもらいたいと思います。

消費者問題というのは、昭和43年、消費者保護基

本法という法律が制定されましてからおきているわ

けですが、段階は3つに分け、第1に消費者の生命、

健康被害を伴う重大な事件が起ったわけです。森永

問　題　商　法

山形県庄内消費生活テストセンター

消費生活相談員　富　樫　貞　一　氏

のヒ素混入事件、P・C・Bカネミ事件、キノホルム

事件等。第2は価格と物不足の問題、これが発展い

たしまして不売運動が起ったわけです。次は物不足

の問題、オイル不足を契機といたしましてトイレッ

トペーパー、石けん等、日常生活用品が不足いたし

ましての買い締めなどの事件、更に闇カルテル事件

が起った訳です。

これらのことから、現在はどういう苦情が私共に

多く寄せられるかと言いますと、当然物からサービ

スに移っております。最初は安全品質の問題でござ

いますが、その後販売方法、引受内容をめぐる問題

と変っております。今年の6月、公正取引委員会で

約700名の消費生活モニターに対するアンケート調

査を行ったわけです。無店舗販売に対する消費者の

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



意識について、満足が67％、不満33％であった。そ

の内訳は通信販売が74％、訪問販売が58％で、その

比較をされるとおわかりと思いますが、訪問販売に

若干問題があるようです。なぜ問題があるかといい

ますと、不満の内容をみますと、過半数の者は高い

物をまず買わされた。それからカタログの標示と実

際の物が違っておったということです。これはなぜ

かと云いますと、消費者が満足できるかどうか、任

意に自由に判断する時間がなく、その場で一方的に

強引に決めさせられる理由からだと判断されます。

第2に訪問販売の手口として「最近の問題商法」を

説明いたします。

最　　近　　の　　問　　題　　商　　法 

1 �か　た　り　商　法 �「消防署の方から消火器の点検に来た」芸賃雷：：覧器具 

2 �S　・　F　商　法 �新生活普及会の略称。催眠商法。羽毛ふとん、健康食品等。 

3 �アポイ　ント　商法 �あなたは1万人の中からコンピューターで選ばれました。すぼらしいプ レゼントを差し上げますと呼び出す。英会話教材等。 

4 �キ　ャ　ッ　チ　商　法 �路上でちょっとアンケートに答えてくれませんかと話しかける。化粧品 

5 �見本工事　商　法 �お宅は場所がいい、見本として設置させて下さい。近所に対する宣伝に 
使わせてもらいます。エクステリア。 

6 �開　運　商　法 �印かん、多宝塔、つば（他人に話してはいけないと説く） 

7 �儲けた　い　商　法 �自動販売機を置かせてください。いい内職になります。 

8 �ホームパーティ商法 �お宅に友達数人を集めていただけませんか。料理講習…ステンレス鍋 

9 �講　習　会　商　法 �着付の講習…高価な着物を売りつける。 

10 �お　しつけ　商　法 �（ネガティブ・オプション）盟ぬ業者から覚えのない商品が送られて 

11 �危険です　商　法 �トイレファン（漏電）、白あり、トイレの蓋 

12 �母親テスト商法 �小中学生へ教材売込みの手段として母親にテスト。 

13 �無料招待旅行商法 �あなたは〇〇千人の中から選ばれました。土地、呉服、宝石 

14 �マルチまがい商法 �別名紹介商法と云われ、ベルギーダイヤモンド、羽毛ふとん 

15 �会　員　権　商　法 �ゴルフ会員権、その他施設利用会員権等。 

16 �金の現物まがい商法 �豊田商事、金の現物を渡さず預り証。ペーパー商法。 

17 �海外商品先物商法 �銀行利息よりもうかります、絶対に損はさせません。大豆、砂糖、コー 
ヒ－、石油等の海外商品市場の取引。 

18 �投　資顧　問　商法 �10倍融資で「推奨銘柄」を買ったが。 

19 �売　れ残　り　商法 �デパートに納入する時計が2ケ残った。半額にするから買ってくれないか。 

20 �内　職　　商　法 �安易な儲け話や「前金の必要」な話には絶対のらねこと。 
封筒の宛名書き 

21 �原　野　商　法 �北海道の原野を150万円で買いませんかo　　　　　　　i 
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〔二重亘二）佐藤順冶君
1．台中R．Cより訪門スケジュールの連絡

5月8日　書道展示会

9日　夕　食　会

10日　ゴルフ（市内観光）フリータイム

10日　式　　　典

11日　朝　食　会

多数の参加をお願いします。

2．規定審議会の件

○各クラブより意見を12月20日までに提出。

02月3日から6日シカゴで開かれる審議会には

田中善六バストガバナー出席。

⊂亘享二重∃⊃　秋野　忠君

○会報到着→鶴岡西R．C、東京R．C、酒田東R．C、

酒田R．C

OR．Ⅰニュース到着

○例会の変更

・余目R．C　（忘年会のため）

日　時　12月20日（金）

午後6時30分点鐘

場　所　余目町商工会館

・鶴岡西R．C（クリスマス家族会のため）

日　時　12月20日（金）

午後6時30分点鐘

（全章ほ貞会よ生〕

今回の例会は特別例会であり、プラネタリウムを

中央公民館内鶴岡市視聴覚センターで楽しく見る事

が出来ました。12月でもあり会員全員が大変忙がし

い中、ホッと一息っけ、又、一時童心にかえる事が

出来、大変すぼらしい企画であったと思います。

一部の会員より、こんなにすぼらしい施設であり

ながら一一一・殻にあまり知られていないとの声もあり、

なるほどと思い、下記にプログラムを載せました。

参考にしていただきたいと思います。

プラネタリウム投映時間

午前10時～11時

午後　1時30分～2時30分

午後　3時～4時

・平日は、団体申し込みだけ

料金　大人100円　小人50円

・一一般公開

長期休み中に公開

・星と音楽の夕べ

2・4・6・8・10・12月の偶数月

対象　高校生以上

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



世界理解月間中

国際的活動に鍵を合わせよう

「ある地域のロータリアンが、世界の反対側の生

活に影響を及ぼすことができる」とエド・カドマン

会長が言っています。どのようにして影響を及ぼす

ことができるのでしょうか？　世界社会奉仕および

他の国際援助プログラムに参加することによって、

保健、飢餓追放および人間性尊重とポリオ・プラス

・プログラムを含むロータリー財団の活動を支持す

ることによって、また、青少年交換、ロータリー友

情交換を奨励することによって、影響を及ぼすこと

ができます。

国連が1986年を国際平和年に指定しているので、

1986年の世界理解月間（2月）は、特別の重みをもつ

ことになります。また、ロータリーの81周年記念日

に当たる2月23日は、世界理解と平和の日として遵

守されるだけでなく、その1遇間中に、100万人目

のロータリアンが入会すると推測されています。で

すから、世界理解月間は、100万のロータリアン全

員が同時に立ち上がって、国際理解、友情、平和へ

の誓いを広の強調するときであります。

あなたのクラブは、世界理解と平和の日を地域社

会に公式に宣言したり、WCSプロジェクト交換一

覧表からプロジェクトを選んだり、また、国家間の

訪問を組織したり、国際文化祭を推進したり、功績

のあった人をポール・ハリス・フェローにしたりす

ることを考えるとよいでしょう。

クラブ会長必携中の「世界理解月間」委員会資料

（707－JA）とロータリアン必携（920－JA）

から他のアイディアを見つけることができます。

今から2月の計画を立てましょう。ロータリーの

「100万人目の会員」という記念碑を祝うには世界

理解プロジェクトにまさる方法はありません。

100万人目のロータリアンは

あなたのクラブにいるかもしれない

秒読みが始まりました……あと6，000人足ら

ずです。「100万人目のロータリアン」を入会

させる機会は世界のどのロータリー・クラブに

もあります。会員数の増加傾向から考えると、

1986年2月17日から23日までの1週間、ロータ

リーの創立81周年記念日の含まれる週に100万

人目のロータリアンが入会すると思われます。

特定の人を指定するのはほぼ不可能ですので、

その週に正式に入会したロータリアンは、すべ

てロータリーの「ワン・ミリオン・メンバー・

クラブ」という選抜ゲル【プの一員となります。

本R．Ⅰ．ニュースに同封した書式に該当する新

会員の氏名を記入し、1986年3月31日前に到着

するよう返送して下きい。これで、あなたのク

ラブは「抽選箱」の中に含まれます。この抽選

箱からカドマン会長が100万人目の会員の氏名

を引き出します。この人と推薦者は、夫人同伴

で、来る6月に米国ネバダ州ラスベガスで開か

れる国際大会に招待され、祝賀会で来賓として

遇されます。これはロータリー史における誇り

高き一瞬と言えましょう…あなたのクラブもぜ

ひご参加下さい！



以上、重点的に申し上げました。青いチラシの訪

問販売を受けたときの注意事項をよく読んで対処す

ると共に、このチラシを玄関に貼ることにより効果

があることと思います。契約の解除をする時には、

電話及び口頭でなく、必ず書面、いわゆる内容証明

郵便で7日以内に本局に申し出て下さい。

本日お手元におとどけいたしました参考書類に目

を通され、つまらない手口にかからないよう御注意

をされますようお願い申し上げます。

（j長報告⊃
佐藤順治署

1．次期副会長に市川嘩雄さんが選出され、決定致

しました。市川さんは次期の理事、副会長兼クラ

ブ奉仕委員長になります。

尚、現副会長の吉野勲さんは次期会長エレクト

になりますことを確認致しました。

2．理事会報告

1）台中港区扶輪社について、訪台の時はクラブ

より応分の負担金を支出することに決定しまし

た。

2）染野檀さんより退会届けが提出され、これを

承認致しました。

3）来る12月31日は通常通り例会を開催致します。

4）会員増強についてご協力をお願いします。

3．松永ガバナーより緊急提案

先般メキシコ大地震の義援金につきましては、

当クラブでは32，000円集まりましたので、地区に

送金致しました。

この度、コロンビアの火山大噴火災害について

も前回同様松永ガバナーより緊急提案があり、来

る12月10日迄送金して下さるようお願いするとの

ことでありますので、よろしくお願い致します。

（画室二）
秋野　　忠君

○会報到着→鹿児島西R．C

Oご案内→地区年次大会

第268地区神戸東灘R．C

日時1馳6年3月15日～16日

場所　神戸ワールド記念ホール

認証状伝達式

第265地区京都洛南R．C

日時1986年2月18日

場所　京都パークホテル

「往来」○例会ゲスト

山形県庄内消費生活テストセンター

消費生活相談員　富樫貞一氏

012月7日（土）福島市に於いてオース

トラリア交換学生の歓送会に新穂光一

郎君出席

し委員会報告）

し旦＿旦＿至旦旦〕

◎年間皆出席

16年間皆出席　　中　江　　亮

1年間皆出席　皆　川　光　吉

◎11月100％出席　　58名

秋野．阿蘇．阿部．張．平出．布施．飯白．石井．

石川．石黒．板垣（俊）．市川．飯野．川村．黒谷．

小池．小松．皆川．風間．斎藤（庄）．塚原．忠鉢．

三井（賢）．三井（健）．嶺岸．迎田．諸橋．松田（貞）

松田（士）．中江．中野．斎藤（隆）．佐藤（昇）．佐

藤（忠）．佐藤（噸）．佐藤（衛）．佐藤（友上新穂．

菅原．鈴木（善）．鈴木（弥）．佐藤（英）．佐々木．

斎藤（昭）．白坂．高橋．丹下．手塚（林）．富樫．

高田．手塚（拓）．上野．内山．山川．山口．吉野．

碓氷．藤川

（二重垂垂亘を）

ロータリーの友12月号に明年の国際平和年にちな

み「平和への手紙」についてのコンテスト募集要領

が掲載してありますので、多数の方御応募下さい。

尚、「皆さんのクラブの大きさは」について、国際



ロータリー会長が、更には21世紀を展望して、その

他「私の好きなことば」等、大変よい記事がありま

すので好読下さい。

（函⊃
12月誕生祝い

会員誕生

菅原辰吉君．鈴木弥一郎君

関原亨司君．津田晋介若

奥様誕生

迎田恵美子様．佐藤貴美子（傾治）様

（訪台準備委員会）

11月19日第2回委員会に出席委員会より松田、早

坂、鈴木の3氏、国際親睦委員会より小松、山口、

塚原の3氏の6名で開催いたし、お手元に配布して

ありますコース原案を中心に検討いたし、更に本日

第3回の委員会を開催いたします。年末・年始にか

けて実際に参加される方々に切衝させていただく考

えです。多数の万振って御参加下さいますようお願

いいたします。

（ス　マ　イ　ル〕

佐藤英明君　　事業窓口が新装開店いたしまし

た。テレフォンカード御利用の

御礼、更には年末・年始全市連

合売出しにテレフォンカードが

景品として採用されましたので。

松田貞夫君　　職業訓練法に基いて当社の女子

社員が職業訓練指導員と一級技

能士に合格しましたので。

丹下誠四郎君　　美容師のコンテストで奥さんが

経営する美容院より2名の方が

山形、東北、全国の各大会に出

場、優勝しましたので。

しビジク二二」

鶴岡西R．C　　菅　原　隼　雄　君

菅　原　幸　雄　君

立川R．C　　　滝　　　禅　源　君

ォ十・十◆・－★り‘‘ヰ」●

↓　ロータリー教室（釧
㌧4．∴＝∵■巣．‥

（第1330回例会会報より続く）

シビラ女史は述べました。「本年、国連総会は創

立40周年を迎えます。青少年について話し合うこと

を計画しておくことは非常に適切であり、重要です」

各国とも、派遣団の一員に青少年を加え、意思決定

に参加させるよう要請されています。「国連は、政

治的問題を容易に解決できないため、よく批判され

ています。このようなフォーラムがなくては、協力

などありえません。協力こそ人類の未来に不可欠な

ものです」

「過去40年間に人口が2倍になりましたが、誰も

以前このような世界に生き七ことはありません。国

連加盟国民がすべて集まり、自分達の問題を話し合

う、このような世界を見たことがある人もいません」

結びに、シビラ女史は、ロ【タリーのポリオ撲滅

2005年プロジェクトを心から称賛し、次のように述

べました。「私達が、この世界をともに生き、とも

に滅びないことを決意したなら、この決意を表明す

ることが必要であり、ポリオ撲滅2005年プロジェク

トはまさにこの決意の表明と言えます」

亜　次回へ続く
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第1338回例会は年末恒例のクリスマス家族会。

午後5時半すぎからグランド・エルサンを会場に

会員とその家族、ゲストら100名余りが集まっては

なやかに行われました。

30センチをこえる雪の積もった鶴岡市内は、この

日、気温が0度、くもり時々小雪のちらつく中を、

足元を気にしながら着飾った奥様やお子様たち約40

名も次々と会場に集まり、交換学生のジュリーさん

も、青いスラックスに高いと【ルをはいたスポーテ

ィな装いで、友人のレスリーさんと一緒に参加しま

した。

佐藤会長からたくさんのゲストが紹介され、アメ

リカのノーザンプトンに留学中の伊藤久美さんから

の「アメリカの食物にもようやぐ慣れ、もりもり食

べて7ポンド（約3kg）肥った。今度は英語で手紙

を出せるよう勉強に励んでいる」旨のお便りの紹介

があり、早速パーティーが始まりました。

銀婚式記念品贈呈
・佐々木器彦君・典　子様

・迎田　　稔君・恵美子様

・坂本耕一君・美嘉子様

・本山　　弥君・京　子様（欠席）

・津田晋介君・満里子様（欠席）

25年おめでとう　左から坂本君、迎田君夫妻、
我らロータリアン！飯野準治看（左）と佐藤友吉看　　　佐々木君夫妻に銀盃を贈って祝福する佐藤会長

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



「フロクラム

開　　　　会

司会　松田士郎君

関原亨司君
銀婚式おめでとう

クリスマス・ソング（きよしこの夜）

ソングリーダー　藤川享胤君

4．乾　　　　杯

5．開　　　　宴

6．カラオケ大会

7．歳末たすけあい募金

8．閉　　　　会

（ゲ　ス　「）

鶴岡西R．C会長

鶴岡西R．C幹事

㈱ェルサン社長

G・S・E

県立鶴岡南高校
〝

交換学生　ジュリー・エリザベス・マックレー

〝　　　　　レスリー●アン・ホルムス

第1回ホストファミリー　門脇文雄様ご家族

元　　会　　員　　安　藤　定　助様

酒は静かに飲みても愉し

鈴木弥一郎君（左）と石黒慶之助君

孫も可愛く参加しました。
吉野勲君と孫・薫ちゃん、娘・京子きん

われら集えり、いざ飲み、大いに語ろう

左から三井賢二君、阿部与十郎君、

白坂久君、中田敏和君、碓氷節雄君

口家族会のメニュー

・お通し　菜の花辛し浸し

焼雲丹板
・前　菜（三種盛）

数の子土佐和え

栗新挽拐

鮭団子串刺し
・お　椀　蟹吹雪汁（吉野仕立）

なめこ茸・露生姜
・造　り　　まぐろ・ひらめ

赤えび・はまち

花植・紅立・土佐正油
・焼　物　鮭包みけんらん焼

サーモン貝別巻・ほじかみ
・揚　物　帆立貝大葉揚

青唐・レモン・紅葉おろし・出し汁
・小　鉢　さば菊花和え

針独活・打胡瓜・水前寺海苔
・煮　物　京芋亀甲煮

練照煮・青身・木の芽
・食　事　なめこそば

●お子様料理

・エビフライ．ホタテフライ

ウインナー（タコ．カニ）．カニスティック

・烏もも肉ケチャップ煮

・スパゲティ一

・コーンピラフ

・みかん

・デザート（チョコレ【卜．ババロア）

1
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おもしろかったクリスマス

張　　廣重君

クリスマスソングがなりひびきました。

ふつうなら、ぼくの声はうら声だけど、大きいほ

うなので、きこえると思いました。でも、大人の人

たちの声がとても大きかったので、自分がうたって

いるのか、うたっていないのかわからないくらいで

した。

「かんば－い。」

という間に、大人の人たちが、さわざはじめました。

ぼくのところにも、大人の人たちがきました。それ

は、クリスマス家族会ではなく、まるで、友だちを

いっぱいあつめて開いた宴会みたいでした。

しばらく、ジュースをのんだりしていると、サン

タクロースがやってきました。まず、はじめに、サ

ンタクロースの顔をみました。ひげの上を見てみる

と、こうゆう顔なんだなとすぐわかりました。

そのサンタクロースにNTTのボールペンをもら

いました。まわすとでてくるので、めずらしいなと

思いました。

めずらしく、ぼくはごちそうをあまりいっぱいた

べませんでした。それは、帰ってからサンタクロー

スのケーキをたべるためです。

家に帰ってからきっそくケーキをたべました。と

ってもおいしかったです。

来年も、クリスマス家族会があったら、行きたい

です。

左から張君、紀久代さん、広重君、秀子夫人

クリスマス家族会へ行って

佐々木雅子さん
ロータリ【クラブのクリスマス家族会に行って、

とてもたのしかったです。まわりの人達が、とても

やさしかったし、でてきたお料理も、とてもおいし

左から佐々木君、雅子さん、典子夫人

かったです。

のど自慢大会で賞品があって、うちのお父さんは

水割セットをもらいました。あと、留学している外

人のジュリーさんとレスリーさんの歌がとっても上

手でした。

食事をしている途中で、サンタクロースがきて、

子供達みんなにプレゼントをくぼりました。私もプ

レゼントをもらいました。その時、なにが入ってい

るのかなと思い、家に帰ってからあけてみるとケー

キでした。とてもおいしいケーキでした。

最後の万になってきて、隣の部屋で、他の人達と

ビデオを見ていたら、お父さんがよびにきたので、

行ってみると、くじ引きをしていて、私に行ってこ

いというので、いって引きましたが、はずれました。

お父さんと、お母さんも行きましたが、はずれまし

た。もう1回行っていいというので、行ってみたら

今度はお酒があたりました。その他にのど自慢に出

た人は番号をもらっていて、うちのお父さんは8番

でしたが、その番号が会長さんの引いたくじとあた

ると、NTTから、工事費つきで、電話がもらえる

のでしたが、残念ながら、7番の人があたってしま

いました。

こんなことがあって、とてもたのしいクリスマス

家族会でした。

司会役の関原亨司看ご苦労さま



クリスマス・ソングはハーモニーか魅力

鶴岡西R．C会長加藤有倫君
とジュリー，レスリー両嬢

⊂を長報釘〕
1．伊藤久美さんよりお便り

今日から約1週間前、米国に留学中の伊藤久美
さんよりお手紙がありました。現在はすっかりあ

ちらの生活にも慣れ、食事もモリモリ食べられ、

今では日本にいた時より7ポンドも太ったそうで

す。早く英語をマスターして、皆さんに英語で手

紙を書けるようになりたいなどとも書いてありま

した。次回の例会時回覧致します。
2．規定審議会の草案についての協議会

昨日（12月16日）産業会館3階の委員会室に於
て上記協議会を開催致しました。出席者は石黒P
G、三井（賢）君、小池君、山口君の皆さんと会長、

幹事の6名でした。案件は218件もありましたが

慎重に審議致しました。この結果は20日迄地区に
送ることになっております。

3．1986年国際ロータリー年次大会について

来年6月1日～4日迄の4日間、米国ネバダ州
ラスベガスで開催されます年次大会の予告第2号

子どもたちが眼を輝かせたサンタ

クロースは佐藤噸治会長です。

NHK歳末たすけあいに寄附

￥35，216

会場に慈善鍋ならぬ慈善ザルが

親睦委員会の手で運びこまれて寄
附を募ったところ、35，216円がた

ちまち集まり、早速NHK鶴岡放

送局の坂本局長に手渡されました。
ご協力ありがとうございました。

が入っております。次回回覧致します。

（牒事報告〕
○例会時間・場所変更のお知らせ

酒田R．C

日　時　12月19日（木）午後6時点鐘

場　所　酒田産業会館4階大ホール
八幡R．C

日　時　12月20日（金）午後6時点鐘

場　所　八幡町市条公民館

温海R．C

目　時　12月23日（月）午後5時点鐘

場　所　地蔵庵喜多八
遊佐R．C

日　時　12月24日（火）午後6時点鐘

場　所　エーコープわたらい

酒田R．C

日　時　12月25日（水）

場　所　ホテルリッチ酒田

大
人
の
カ
ラ
オ
ケ
よ
り
拍
手
の
多
か
っ
た

彩
子
ち
ゃ
ん
　
（
加
藤
賢
君
の
長
女
）



1339 1985（昭60．12．24）　　　　雪　　　　－2

出席報告：会員80（75）名　出席57名　出席率76．00％　前回出席率70．57％　修正出席55名　確定出席率73．33％

し阜員スピーチつ

ヤ　　ラ　　セ

1985年もあと1週間で終りです。一年のしめくく

りのスピーチに指名いただいたことを光栄に思いま

す。

今年はヤラセの問題など、行き過ぎた取材や興味

本位な報道がバッコして、放送のありかたが大きな

社会問題として続出しましたので、「ヤラセの構造」

というテーマで講をさせていただきたいと思います。

6月に、お年寄りの大事な財産をねらった豊田商

事事件がありました。金の現物を渡さずに、預り証

だけを渡して、お年寄りの財産をまきあげてしまう

悪徳商法で、全国何万人もの被害者の出た事件です

が、その豊田商事の永野会長がマスコミの目の前で

惨殺されました。社長のやり方をけしからんと怒っ

た男が、いきなり窓を蹴破って押し入り、ナイフで

めった突きにして殺した。その一部始終をNHKは

じめ10社をこえる放送局や新聞社のカメラマンが撮

影し、生生しい殺人の模様を報道したのです。

このニュースがテレビに映し出されると、あまり

にショッキングで、放送直後から非難がごうごうと

起こり、「何故、こんな残酷なシーンを放送するの

か」、「何故、カメラマンは止めなかったのか」、

「カメラマンは社会常識のない人種なのか」と抗議

が殺到しました。

7月には、日本航空の東京発大阪行きのジャンボ

の　構　造

坂　本　耕　一　署

機が群馬・長野県境の山中に墜落し、4人の奇跡的

な生存者がいたものの、500余人が亡くなりました。

事故現場や遺体収容所にマスコミがどっと押し掛け

捜索や救出活動の邪魔になりました。

9月、いわゆるロス疑惑とマスコミが騒いだ三浦

和義が逮捕されるまで、警察の捜査を上回るマスコ

ミの、とくに民放TV各局の執ような犯人捜しの追

求がブラウン管を飾り、三浦と関係のあった2人の

女性が殺された犯罪の種明かしゲームがくりひろげ

られました。三浦の巧妙な奇人ぶりのキャラクター

もあって、犯罪の謎がすごくセンセーショナルに、

意欲的に、警察の捜査より先行して、関係者の証言

や現場で興味深く展開されました。その嵐の前には

プライバシーや人権という個人の権利が、く皆でや

れば恐くない＞式に著しく侵害され、無視すること

に慣らされつつあります。マスコミが三浦を裁くこ

とが出来るというのでしょうか？

そして10月、テレビ朝日のアフタヌーン・ショー

でのヤラセ事件が起こりました。東京多摩の暴走族

が少女たちにリンチするシーンを、プロデューサー

が知り合いの暴走族のリーダーにリンチを再現する

ように頼み、そそのかし、煽って、それからお礼に

焼き肉を馳走して、いかにも事実のように撮って放

送した。豊田商事の永野社長が惨殺されるのを偶然

あなたが鍵です－会員増強にご協力を．／



に撮影したのとは全く違う、放送をつくる側である

プロデューサーの作為で再現した番組です。

子供の非行やイジメや暴力事件が社会問題となっ

ている時、このヤラセ番組は社会や他のマスコミか

ら一斉に批判を受け、担当のプロデューサーは警察

に逮捕され、会社をクビになり、長い間続いていた

アフタヌーン・ショーが中止され、社長がテレビに

出て視聴者にお詫びするという放送界に汚点を残す

ことになりました。

ところでこのヤラセという方法は、報道、とくに

テレビでは、ごくあたりまえのことになっているの

でしょうか。それとも例外なのでしょうか。率直に

言って、例外ではなく、よく使われる表現方法です。

ニュースは、実際に起こっていることをストレー

トに撮影し、コンパクトに編集するもので、カメラ

マンの作為的なヤラセはありません。事件事故の類

には、それ自体がたいへんニュースの要素が強く、

見る人にストレートに訴えるものです。

しかし、朝やお昼のワイド情報番組とかNHK特

集をふくめたドキュメンタリーになると、現実をそ

のまま素直に写し取るだけでは、番組として放送す

るには難しい。とりあげられたテーマを中味の多く

は、過去の出来事であったり、現実の中ではまとま

りのない出来事で散らばっていたりするのですから、

どうしても現実を再現する形で整理し、構成をたて

ていくことが行われます。NHK特集のすぐれたシ

【ンもそうして撮られ、観る人に深い感動を与えて

います。

問題はやはり、プロデェーサーやカメラマンの人

間としての良心や社会生活への良識があるかどうか

です。事実をゆがめたり、行き過ぎて誇張したり、

また自然や人権を踏みにじるような思想の持主は、

どんなに美的な感覚がすぐれ、面白いものを作り、

安い制作費で要領よくまとめる人であっても、世論

に大きな影響をおよぼす放送の仕事には失格者です。

今度のヤラセ事件は、起るべくして起ったのだと

指摘する人もいます。

より興味があるもの、より刺激的なもの、より豪

華なものが白局のチャンネルにあわせてもらえる。

視聴率がものを言う競争の世界が、これまでの番組

制作の論理でした。

NHKもやはり視聴率をたいへん気にしています。

NHK特集は普段10％前後の視聴率があります。12

％を越えると話題となり、14～5％になればヒット

作です。1％というのは全国で100万人が見てもら

える数字ですから、15％が見てもらえる数字で、

1，500万人がチャンネルを合わせてくれたのです。

コマーシャルでスポンサーの意向を気にしなければ

いけない民放では、ゴールデン・アワーに15％ぐら

い稼げる番組を出さないと、その番組は消されてし

まいます。昨年の紅白歌合戦で都はるみをミソラと

言い間違って話音となった生方アナウンサーは、N

HKを辞めて民放へ行き、担当したクイズ番組が9

％しか稼げなくて、たちまち差し替えられたという、

たいへん厳しいものです。

しかも最近は、新しい番組づくりに知恵がなくて

例えば海外トラベルものがある局で受けるとすぐそ

の真似をする。温泉めぐりがあたると、その亜流が

つくられる。ドラマの2時間ものが流行ると、他の

チャンネルも追随するといった具合に、制作者に創

意と工夫がないし、画一的な番組が並んで、スポン

サーもそれを薦めるという過当競争の中での、低き

へ流れても目先の面白いもの、興味本位なもの、刺

激的なもので視聴者をひきつけようという。私はこ

ういう番組づくりは視聴者を馬鹿にしているやり方

だと思いますし、その程度のものを放送していれば

視聴者がついてくると、今だに思っているのでしょ

うか？

しかし、最近の視聴者動向を見てみますと、変化

が起っている。NHKの調べた世論調査によります

と、子供の視聴時間が少しずつだが減ってきている。

「邪魔だからテレビを見ていなさい」と扱われる子

供にもテレビ離れがおきている。また、とくに30代

の男性にはテレビから離れていく人が多くなってい

る。世論調査では、はるかに見なくなったという人

が50％、今までと変らないというのが15％、逆に増

えたというのが15％で、現代社会を動かす力をもっ

て活動する30代からテレビが見離されつつある。彼



らは番組の多くが低俗な見せ物でヤラセを見抜いて

いるのです。

他の世代にもやがてテレビ離れの傾向は、あらわ

れてくる予感がします。

視聴者の変化に気付かないで、あいかわらずの番

組づくりをやっている放送のあり方がヤラセ事件の

起きた背景の1つであります。

背景の2つめは、つくる方でなく、つくられる側

…‥一般視聴者の方にヤラセを楽しむ層が増えてき

たことです。三浦和義が、あれほどマスコミで騒が

れたのも、事件の異常さに加えて、出たがり・演じ

たがりの性格が、マスコミのヤラセの体質と波調が

合ってブラウン管をにぎわせていたように、大なり

小なりヤラセを演じることを楽しむ人が増えている

というテレビ人間の出現です。

それを反映して、あえてヤラセに挑戦する番組も

出てきました。歌ったり踊ったりする視聴者参加の

芸能番組でなく、たとえば高校生に人気のある「天

才たけしの元気の出るテレビ」の中に学園ドラマ・

シリーズがあって、原田大二郎という役者が学園直

しするさすらいの助っ人という役で、全国の高校へ

出かけていき、その学校の先生や生徒たちが実名で

登場してドラマに参加するシリ【ズが好評です。ま

た、NHKの番組でも「思いっきり中学時代」とい

うスタジオに中学生たちが集まって話し合う番組で、

「思いっきり学園ドラマ」というシリ【ズがあり、

本物の中学生がいかにも下手くそな体験風ドラマの

役を演じていて、先週の「そうじ」のテーマにした

ものでは、そうじ嫌い人間の実例ということで、ゴ

ミの山にうづもれて暮らす中学生の役を演じて楽し

んでいた者がいました。

こうした番組が増えていることは、歓迎していい

ことかどうか、もう少し様子を見てみたいと思いま

すが、それだけ社会全体にヤラセの風潮がまんえん

していて、かつての一億総評論家から一億総ヤラセ

人間の時代の感さえします。テレビを選ばれた一部

の層から、一般大衆へ開放していることも、ヤラセ

の背景のひとつと言えます。

背景の3つめは、放送の機械や道具がたいへん便

利で自由になって、テクニックが発達した割りには

放送の本質が進歩していないことです。一昔前は放

送を出すことは大変な作業で、カメラ一台動かすに

も、スタジオでも中継車でも大がかりでしたし、人

手がかかった。人手がかかるということは、それだ

け人間が制作現場にかいざいして、放送が勝手にひ

とり歩きしなかった。それがテクニックが簡単にな

ると、例えばテレビ朝日のヤラセ事件も、若いPD

とカメラマンだけの少数スタッフが簡単に現場へ出

かけて作ってしまう。何をどうやって、どう伝える

のかという放送の本質の部分に、これまで苦しんで

悩んで表現してきた手段……現実を再現するための

構成の努力を素通りしてしまって、安易にやってし

まっている。

ハードはたしかに便利になり、現代化したけれど

も、ソフトは旧態然としているのです。今日の放送

は、送り手のテレビ局よりも、受け手の視聴者の方

が変わってきていますし、社会環境が変わっていて、

新しいテレビ放送を望んでいる。NTTさんが民営

化されたこの春以来、ニュー・メディアの時代に入

ったのですが、放送もこれまでと違った経営形態、

放送内容で取り組まねばならない。

〔会長報告）
佐藤順治署

1．「ロータリーを知るために」の中の国際青少年

交換プログラムについて

国際青少年交換は、各クラブ又は地区のプログ

ラムですが、交換される青少年は15～19才の男女

です。大休高校生ですが、ロータリアンの子弟で

あってもなくても良いのです。期間は1ヶ年又は夏

季休暇中という短期間のものもあります。人選は、

各クラブに任されていますが、目的である「善意使

節」ですから、健康で思想穏健、学業成績も中以上

で、容姿も端正でありたいものです。費用は、往復

の旅費および保険料は派遣側の負担で、滞在費、食

費、学業及び小遣いは受入側が持つことになってい



ます。

2．歳末たすけあい運動の一環として

鶴岡市社会福祉協議会に1万円

N H K　　　　　　に1万円

思恩園　　　　　　　に2万円

いなほ作業所　　　　に2万円

を本日例会終了後、幹事と2人で差し上げに行

く予定です。

3．次回の例会日12月31日は定刻に開催致します

ので、出席して下さい。

戸「垂報鞋〕　秋野　忠君
○例会時間・場所変更のお知らせ

立川R．C

日　時　12月26日（木）午後6時点鐘

場　所　庄内ドライブイン

鶴岡西R．C

61年1月4日（土）午後0時30分点鐘

物産館　3階ホール

61年1月8日（水）午後6時30分点鐘

第264地区（和歌山南R．C）

日　時　61年4月4日（金）～5日（土）

会　場　和歌山市民会館

和歌山東急イン

○会報到着

・台中港区扶輪社

・ロータリー学友の集い冊子

（R．Ⅰ第253地区ロータリー財団学友会）

085年度下半期（86．1．1～6．30）人頭分担金及び

ロータリアン誌購読料について

掲題の件について、国際ロータリー中央事務局

より下記の通り連絡がありましたので、ご通知申

し上げます。

記

基準額　適用相場　円　貨

人頭分担金　　　　10ドル　202円　2，020円

ロータリアン紙購読料　4ドル　202円　　808円

尚、ロータリー財団への寄付（ポールノ＼リス

フェロー関係も含む）も同じく1＄当り202円が

（訪台準備委員会〕　塚原初男看

訪台（来年5月）についてのアンケート調査をも

とに、本例会後委員会を開きます。

⊂畢育110番）　佐々柏彦君

教育110番は来年3月迄これまで通り行い、その

後は市社会福祉協議会に引き継いでもらうことで話

が進んでいる。ついては1月11日（土）に特別委員会

（会場・時間は迫って連絡）を開いて打合せをします。

〔ス　マ　イ　ノ√〕

佐々木霊彦君

迎田　　稔君

坂本耕一君

斎藤　　昭君

銀婚式を迎えたので

クリスマス家族会のカラオケの

景品（NTTの電話機）に7番

クジをあてたので

張　紹淵君t　クリスマス家族会に出席した子

佐々木詰彦君′　どもの作文が会報に載ったので

飯野準治君tクリスマス家族会の写真が会報

佐藤友吉君†を飾ったので

関原亨

佐藤英

－。昌 クリスマス家族会の進行がうま

くいったので

藤原享胤君　　読売新聞掲載の将棋十段戦を参

観して、その厳しい対決に感動

したので

阿蘇司朗君　　昭和47年～50年製のテレビを探

したところ、3台の申し出があ

った二ので

坂本耕一君　　家族会の慈善ザルで募金した

35，216円をNHK歳末たすけあ

いに寄附いただき、また鶴岡西

R．Cからも36，200円同じく寄附

（j　ジク　ー」
鶴岡西R．C　　鈴木昭吾君．阿部光男君

古川暢一君．三井盾夫君

加藤重郎左工門君

時

所

C

時

所

日

場

即

日

場

洒

六○地区大会御案内
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出席報告：会員80（75）名　出席51名　出席率阻00％　前固出席率76．00％　修正出席61名　確定出席率81．58％

（会長膏．盲つ
佐藤順治君

1．今年度前期をかえりみて

今年度、私が会長に就任以来、丁度6ケ月が経

過致しました。

其の間、8月8日にはガバナーの公式訪問、18

日には交換学生伊藤久美さんがアメリカに出発、

22日にはジュリーが釆鶴する等、あわただしい日

程を過し、又、9月22日には酒田に於て庄内分区

LG．Fがあり、つい先日12月17日にはクリスマ

ス家族会を開催する等々、前期6ケ月の行事は一

応大過なく過ごさせていただきました。これもひ

とえに皆々様のご協力の賜であり、厚くお礼申し

上げる次第であります。

然し乍ら、私が年度当初活動計画の重点目標と

してお願い申し上げました「会員の増強」また、

「財団に対する寄付の向上」については、残念乍

ら目標に遷しておりません。あと、もう6ケ月間

あります。目標達成に向け格段のご協力を重ねて

お願い申し上げます。

2．かねてより退会の申し込みのありました染野檀

さんは、本日を以って退会致します。従いまして

当クラブ会員数は現在79名となります。

3．61年初例会である1月7日（火）は、11時30分よ

り1月定例理事会を開催致しますので、理事会の

メンバーは必ず出席して下さい。

○最後に、会員の皆様、ご家族の皆様共々良いお正

月をお迎え下さいますよう祈念致します。

（寧＿事報草つ　秋野　忠君

○酒田市立酒田中央高等学校インターアクトクラブ

認証状伝達式の御案内

期　日　1986年1月19日（日）

会　場　　ホテルリッチ酒田

酒田ロータリークラブ

085年度上期の私に与えられました幹事職に対しま

して、皆様からのご指導・ご協力頂きました事に

心より感謝申し上げます。残り半期よろしくお願

い致します。

⊂二三＿ユ＿互⊃

小松広穂看

吉野　　勲君

孫が会報のクリスマス家族会の

写真に載ったので。

しビ　ジ　タ　ー〕

鶴岡西R．C　　阿部光男君

児玉光弥君

長野正彦君

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



（第1330回例会会報より続く）

水曜日

「奉仕を通じての平和」

本会議が始まる前に、120人の青少年交換学生の

華やかなグループが民族衣裳を身につけ登場し、聴

衆を楽しませました。次いで、カルロス会長は、米

国オクラホマ州サウスイースト・タルサ・ロータリ

ー・クラブのLS．「スキップ」クライドル元地区ガ

バナーを紹介しました。クライドル氏の講演は聴衆

の心を動かしましたが、講演の中で、クライドル氏

はロータリアンに熱意をもって前進するよう要請し

ました。さらに、次のように指摘しました。宇宙飛

行士のスコット・カーペンターが地球を一周したと

き、「彼が見たのは、地上の人々の力のほかは何の

力もないように見える円形の宇宙船にすぎなかった

のです。このとき、人類がこの宇宙船の舵を共にと

るべきだ、という考えがスコットにひらめいたので

す」

次に、ロータリー財団管理委員会委員長のスタン

レー　E．マッキャフリー元会長が、財団の活動につ

いて報告しました。カンザスシティ・クラブが1917

年に初めて寄付してから、これまでに2億ドル以上

の寄付があった、と述べました。このおかげで財団

は数々のことを行いました：23カ国に5，000万服以

上のワクチンを供給しました；110カ国の奨学生

14，500人以上を海外に派遣しました。これは、1億

ドルを上回る投資を意味します；40の開発途上国で

60件の大規模な人道的プロジェクトを始めました。

スタン委員長が、財団寄付の約半分は過去5年間

になされたものだと報告したとき、聴衆は驚きの声

を上げました。最後に、スタン委員長は、財団史上

最高の100万ドルを寄付した、カール・ミラー氏を

紹介しました。カール・ミラー氏は元会長で元財団

管理委員会委員長で、1963－64年にR．Ⅰ．会長を務

めていたとき、組み合わせ地区およびクラブ・プロ

グラムを発足させた人です。

米国ペンシルベニア州カリフォルニアR．Cのチャ

ールズC．ケラ【氏は2度にわたって規定審議会議

長を務めましたが、このケラー氏が、米国ワシント

ン州ウェナチR．Cのエドワード・カドマン会長エレ

クトと夫人のメアリー・ジーンと令嬢と令息を紹介

しました。

会長エレクトが、自分の就任期間に理事となる人

達を紹介し、それから、講演を始めました。その講

演は、音楽とスピーチと劇的な視聴覚効果を多彩に

交えたもので、その中で、年度中のロータリーのテ

ーマ、あなたが鍵ですを国際大会出席者に紹介しま

した。

ロータリー・オーケストラの指揮者としての彼の

手腕に、聴衆は立ち上がって階しみなく拍手しまし

た。

次に、カルロス会長は、ジョージ・ブッシュ米国

副大統領を紹介しました。ブッシュ副大統領は次の

ように語りました。「過去4年間に49の州と64の国

に行きました。私が訪れた自由世界のどこにも、あ

の同じマークがありました。あのマークを見ること

ができるのは嬉しいことです。なぜなら、奉仕への

献身があらゆる国境を越えていることがこのマーク

を見ると分かるからです……奉仕への献身こそロー

タリーが今まで行ってきたことです。これは、ロー

タリーが米国と世界に問題捏起してきたことであり

ます」

藁　次回へ続く
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出席報告：会員79（75）名　出席61名　出席率82．43％　前回出席率68．00％　修正出席幼名　確定出席率80．00％

了室員スピーチ∴

寅年生れの会員年頭所感

寅年とロータリー

弓長　　紹淵看

皆様おめでとうございます。

私は台湾の庄内地方で大正3年の寅年に生れ、今

度で6回目で72才の高齢者になりましたので、7回

目も健康で活躍できる様に神仏にお祈り致します。

虎はインド．中国．韓国に生息しており、私は東

京の大成中学4年の時に初めて上野動物園で見まし

た。恐ろしく、勇ましく大股で前進する姿に驚ろか

されたが、皮膚の模様が美しいので、やさしいとこ

ろもあると感じられました。自分も妙に虎の気性に

似ているようなところがあって、家内に言わせると

ロータリー創立や、会員増強で私にねらわれたら最

後、必ず叶ってしまい、その後がどうなるかわから

ない所がある等とけなされたような気がします。

私は幼ない時に、特に厳しい養母の躾を受け、養

父からは親に孝と従J頃を教えられて育ったので、少

しは自分もやさしいのではないかと思います。

市川プログラム委員長よりの10分間スピーチに足

りないので、私のロータリーを学び、ロータリーを

楽しむ理由をお話しします。

御承知のように、米国のアーモンドの田舎でポー

ル・ハリスが1868年に生れ、幼少から苦労を重ねた

結果、人は生れてくれば必ず死ななければならない

淋しい運命だ。これを慰めてくれるのは温い家庭で

ある。だから家庭を大切にしなければならない。家

庭の外に於いては社会に善行する同心の友達が必要

であることを知ったのである。1905年にポール・ハ

リスが4人の同心の友達を得て親睦を深めて、お互

いの商売を助け合い、繁昌するようになって、社会

奉仕を始めるようになりました。1930年には世界中

に発展するようになり、今日まで、毎年国際大会が

開催され、ロータリークラブの会員が奉仕活動の追

加と改善を行いながら発展してきたので、苦のロー

タリーと今のロータリーの奉仕は大きく違って来ま

したが、その目標源点は変らない奉仕の理想であり

ます。

日本に於いては、6世紀に仏教と儒教が入って来

てtt仁”を目標源点にしており、台湾の殊に庄内に

於いても兄弟姉妹家族ぐるみの終生の結び合いが盛

んでありました。tt仁”は人の生きる道の最高の徳

目であり、一口でいえば心から他人のことを思いや

る広い心のことであり、tt仁者”はこの心になりき

った人であり、仁者たらん人は他人を育成してやる

ことであって、これはロータリーの心とIt仁”が一

致した目標であることを知りました。

レーガン大統領が旧友の友情を忘れるべからずと

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



言い、中曽根首相もtt仁’’に向って努力している様

に見られます。

今年寅年を迎えた私達は、虎の勢いで一層の世界

親善とより良き理解と調和のとれた世界平和に貢献

することを誓って実行する年である事を知り、同時

に誠の心を以って奉仕をすることを知るべきであり

ます。

年　頭　所　感

三井　　徹署

今年は昭和61年、西暦1986年である。

まずこの一年、世界中がより平和になって、人々

は皆お互いに仲よく、幸せに暮せるようになってほ

しいと念願する。そして、そうなるように皆で努力

したいと思う。

私は大正3年寅年生れで、今年は丁度6巡めの寅

年である。年令にして72才めに入ったことになる。

その間、所謂戦前・戦中・戦後を体験して来たので

ある。パプア・ニューギニアの戦場で熱帯マラリヤ

にやられてから、病気にとりつかれ、遂に片肺にな

って、肺活量1500（£。幾度か死線を越えて今まで生

きてくることが出来たし、海外の17ヶ国位を訪門す

ることも体験出来た。それは周井の人々の恩恵によ

るもので、常に感謝している。そのような体験を通

して、衷心から平和を希求し、そのためには民間ユ

ネスコ運動に尽力したいと思う。
ひのえとら

さて、今年の干支（えと）は　丙　寅　である。

丙は柄の意、火気、陽を表し、盛、明を意味する。

寅は地中にとどまっていた生物が陽気と共に地上に

現われることを意味する。而して、今年は生気に満

ちて活動すべき年である、ということになる。動物

⊂季長報盲つ

の虎を象徴とすれば、虎の中でも今年の虎は一段と

威勢がよいのである。そんな気持ちで頑張りましょ

う。

干支についても、その解釈が行き過ぎると、縁起

かつぎゃ迷信に脱線すちが、本来の易学は古代文化

の歴史からみて、暦法、天文学のように天地自然の

摂理に合致しているところが多いのであるから、実

生活上、謙虚に参考にしたいと思う。

尚、今の私の心境を端的に表明すれば、禅語「紅

腫上一点の雪」をかりたい。火があかあかと燃えて

いる嬢の上に、まっ白い雪片が舞い降りてきて、す

ーっと溶けて蒸発してしまう、その情景は美しいと

思う。又、人生のはかなさとも感じられる。更に克

勤禅師の真意のように、あらゆる雑念妄想を正念の

炎で溶かして蒸発させてしまって、すがすがしく透

徹した心境でありたいと念願している。

飯白祐吉君

生れた年の寅年を含めて7回目の寅年であります。

私は4月生れなので、3人の年男の中では最年長と

なります。今、ふり返ってみますと、不思議な事に

寅年の節目節目で病気とか、怪我とか、自分の人生

にとっての大きな窮地があった様に思い出されるの

であります。

昨年の夏頃に、来年は寅年なので気にしていたと

ころ、同級生から本当の守り本尊を知っているかと

言われ、菩薩様に我々寅年生れの守り本尊があるの

だと教えられ、咋年の内に田川にある菩薩様をお参

りしておいたせいか、今年になって何事もなく、精

神的に安定した気持ちで居られる様な気がしていま

す。簡単ですが、以上で挨拶と致します。

佐藤順治者

新年明けましておめでとうございます。

様お願い致します。

又、今は年の初めでもありますので、当クラブの

活性化について一言申し上げてみたいと思います。

これからの一年間、会員の皆様には益々ご壮健で　　　会員の皆さんがご壮健で、ご商売がご繁栄という

又、お仕事については限りないご繁栄になります様　　ことがクラブの活性化に欠くことの出来ない必要な

祈念するものであります。　　　　　　　　　　　　条件ではありますが、それだけでは足りないと思い

そしてクラブ活動にもご協力、ご活躍下さいます　　ます。それは、各委員会の活発なご活躍であると思

＼ヽ－′



／
ヽ＿　／

います。その中でも、上下は別にないのですが、会

員増強などは特に強調されるべきではないでしょう

か。

皆さんは、これからの一年間に好むと好まざると

に拘らず、必ず一つ年を買うことになります。去る

7月1日現在の平均年齢は56．46才でありますので、

このまま一年を経過致しますと、平均年齢が間違い

なく一才加算されることになります。こうなります

と、活性化どころではありません。老齢化というこ

とになるわけです。どうぞ皆さん、クラブの活性化

を図るためにも、なるべく平均年齢よりお若い会員

増強にご協力下さい。

1．第4回クラブ協議会

来る1月14日（火）第4回クラブ協議会を開催致

します。

「前半の活動実績と後半の計画との調整」とい

う方針で実施致しますので、各特定委員会より活

動計画記載の噸序に従って報告して頂きます。

し幹事報告⊃
松田士郎署

1．年賀状到着

2．鹿児島西ロータリークラブ会報到着

〔親睦活動委号室⊃
佐藤　　昇君

会員誕生

板垣俊次君．三井　　健君

玉城俊一君．忠鉢　　徹君

吉野　　勲君

奥様誕生

川村友子様．加藤良子（和一）様

庄司志津子様．鈴木　　勝（茂男）様

津田満津子様

⊂出席委員会）
松田貞夫看

◎年間皆出席

26年間皆出席　　張　　紹淵看

25　　〝　　　　嶺岸光吉君

13年間皆出席　　小池繁治君

6　　〝　　　　阿蘇司朗君

◎12月100％出席　　46名

秋野．阿蘇．張．藤川．平出．飯白．石川．石黒．

板垣（俊）．市川．飯野．川村．小池．小松．加藤．

塚原．忠鉢．三井（賢）．嶺岸．迎田．松田（貞）．

松田（士）．中江．斎藤（隆）．佐藤（忠）．佐藤（噸）

佐藤（衛）．佐藤（友）．佐藤（元）．新穂．菅原．鈴

木（善）．鈴木（弥）．佐藤（英）．佐々木．斎藤（昭）

白坂．丹下．手塚（林）．若生．山口．吉野．関原．

坂本．碓氷．富樫

〔国際親睦委員会）
塚原初男君

〇台中港区訪問に関するアンケートの説明

貴会揚担当のエルサンに会長よりお年玉

（ス　マ　イ　ル）

佐藤英明君　　寅年に因で加藤清正と虎のテレ

ホンカードを発売したので

藤川享胤君　　約2ケ月渡米し留守にするので

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C　　三井盾夫君．鈴木昭吾君

菅原年男君．井上　　彬君

菅原幸雄君

ォ十・十◆・十一十日一ト・

↓　ロータリー教室㈹
◆・ヰ‥一ヰ∴・■泉‥

（第1340回例会会報より続く）

カルロス会長は、夜間本会議の冒頭にガバナー・

エレクト、クラブ会長、退任する8人の理事を国際

大会出席者に紹介しました。退任する理事は極上に

招集されました。次の方々です。米国カリフォルニ

ア州ノース・ストックトンのクリフ・ダクターマン

副会長；スイス、ア一口のロバート・バース財務長、



ブラジル、パラナ、クリチバ・オエステのギド・ア

ーズア；米国テキサス州メヒアのジャック・フォレ

スト；米国ミシガン州デトロイトのH．ウィリアム・

アイブス；日本、宮城県、塩釜の菅野多利雄；韓国

ソウルの呉　在環；イングランド、ドーセット、ス

ワナジ・エンド・パーペックのジェッフリー・パイ

ク。

ビクター・スワイデン氏が委員長を務めるホスト

・クラブ国際大会委員会に敬意を表すときがきまし

た。ソング・リーダーのチャーリー・ラス氏が極上

でポール・ハリフ・フェローに指名されました。次

いで、ホスト・クラブ会長のリチャード・ハーモン

氏がクラブを代表してプラークを受けました。これ

は、世界中のロータリアンに対するハーモン氏の献

身的奉仕と惜しみない歓待をたたえたもので、プラ

ークにはカルロス会長と事務総長の署名があります。

米国カリフォルニア州ニューポートーアービン・

ロータリー・クラブのキース・バーンハム元R．Ⅰ．副

会長が、1986年国際大会委員会の委員長を務めます。

次年度の国際大会開催地、米国ネバダ州ラスベガス

に関する美しいスライド・プログラムが上映されま

した。

次に、メキシコ、ハリスコ州グアダラハラ市長が

極上で紹介され、カルロス会長が、グアダラハラが

1991年国際大会開催地であると発表しました。

カルロス会長の家族とマリア・オーロラ夫人が国

際大会出席者に紹介され、そのあと、カルロス会長

が閉会の辞を述べました。カルロス会長は言いまし

た：「私は、ロータリーの本当の意義を見つけるの

に35年かかりました。それについて、あらゆる書物

を読みましたが、結局自分の手で理解しなければな

らなかったのです」

「ロータリーに触れながら世界を旅行する機会に

恵まれると、皆さまも必ず気づくことと思います。

ロータリーは生き方であり……非常に簡単な哲学で

あるということを。ロータリーは、多様性の中に調

和を見つけました……理解と善意と親睦の世界を見

つけました。この原則1ま、世界のどの宗教にも反し

ません。このようなことがどうして可能なのでしょ

うか？　世界各地の会員の素養に差はない、という

ことが基盤になっているからです」

国際大会閉会を飾ったのは、バレー・フォークロ

リコ・デ・グアダラハラの華麗な演技と伝統的な

「蛍の光」の歌唱であります。

カンザスシティ国際大会登録者数

第1次集計によると、登録者数は、事前登録者を

含め、87カ国からのロータリアン及びゲスト13，784

名でした。この中には、ローターアクター、インタ

【アクター、青少年交換学生、16歳未満のゲスト

349人が含まれます。第1次集計の内訳は次の通り

です：ロータリアン7，677人；ゲスト5，758人；ロ

ーターアクター、インタ【アクター、16歳－20歳の

青少年129人；16歳未満のゲスト200人。

藤　以上が第76回R．Ⅰ．国際大会（1985年5月25日

から米国ミズーリ州カンザスシティで開かれま

した国際大会）の経過報告でした。

＼ヽ■′′



1342 1986（昭60．1．14）　　　　曇　　　　－2

出席報告：会員79（74）名　出席63名　出席率85．14％　前回出席率82．43％　修正出席65名　確定出席率さ7．さ4％

（会員スピーチ）

寅年生れの会員年頭所感

年男としての所感

松田士郎看

1986年の新春を迎えるにあたり、年男としての所

感を申し上げます。

私は1938年（昭和13年）虎年の生れです。満で48

才、かぞえで49才、男の最大の厄年を迎えました。

誰かの小説で「48才の抵抗」という題の本がありま

したように、性に対して男としての最後の抵抗を試

みる年かとも思います。

現在、私達の年代は社会的にも中核の地位を占め

家庭的にも子息が高校受験、大学受験を迎える年代

となり、自己の役割の重さを一層痛切に感じさせる

年代となり、世間で一般に云う「働き盛り」の責只

中にあります。

私自身も含めた昭和13年生れの人間像について、

どんな考え方を持っているかをお話ししてみたいと

思います。

衣の感覚について申し上げますと、私達の年代は

総じてア力抜けないと云えると思います。敗戦の混

乱期と共に育ったという事もあり、着たきり雀を日

常としていたためかとも思います。私達より少し上

の世代ならば、戦前のおしゃれ風俗を知っていて飾

ることに抵抗感がなかったろうし、下の世代は復興

後のおしゃれも当然であると思います。

食について申し上げますと、私達が物心ついたと

思われる時代一昭和16年、17年頃は、第二次世界大

戦突入で何も食物がなかった時代でした。育ちぎか

りは終戦後、スイトン、コウリカン、いものつる等

が主食で、美味なたべもの等一切知らなかったと思

います。只、飢えをしのぐために胃につめこんでい

た世代であります。只大変おいしいと思って食べた

ものに、この世にこんな美味いものがあったのかと思っ

たものに台湾バナナがあります。黒くなったような乾

燥したようなバナナの味を今もって忘れられません。

性について申し上げますと、赤線最後の年に高校

を卒業して、施行前1年間の猶予期間という特殊な

時期に大学生、社会人になった世代でもあります。

性に対する受けとめ方は人それぞれ違うかと思いま

すのでコメントを申し上げません。

以上のような特殊な環境の中で育ち、5回目の虎

年を迎え、今年無事に終りますようにとか、二人の

娘が無事受験に受かりますようにとか、平凡な所感

しか出来ないのが残念です。

虎のお出迎え

中野清書看

25、6年前の事ですが、私は旧一日市町に住んで

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



おった当時のことですが、隣が山形銀行鶴岡支店長

副島さんであって、至極大きなシェパードを番犬と

して飼っておりました。或る夜、私は遅く帰宅の途

中、このシェパードにバッタリあったのです。副島

さんでは夜十時過ぎになると必ず放し飼いをするの

です。（今は放し飼いは出来ませんが）　私は一寸

ギクリとして、吐嗟にべス（副島さんの家族はいつ

もペスと呼んでいたので）と叫んだのです。すると

ペスは声の方向を確かめるようにして立ち止り、東

北電力側から直くに横切り、向いの御殿小路の方を

走っていったのです。やれやれと思いながら私も御

殿小路に入ったところ、ペスは川端の曲り角で振り

むくような格好で立ちどまり、私の姿を見るとまた

走り出し、副島さんと私の家に入るところの小路の

ところでまた立ちどまっておるのです。そして私を

見ると境の板塀の柱にチョット失礼して、5、6歩

先のところで振りむきかげんにして立ち止まってい

るのです。私はやっとの思いでその小路を入り、こ

ろげ込むように家に入ったことを覚えております。

翌日、副島さんにこの事をお話ししたところ、シェ

パードは仲々利口で、自分に危害を加えない人とか

隣人の姿とか体嗅とかをよく覚えておって、此度隣

人のダンナの大虎を安全に帰宅するように道案内し

見とどけた上での自分の散歩を続けたのでしょうと

のことでした。それ以来私は安心して散歩中のベス

に呼びかけ、案内をお願いしたことが4～5回あり

ました。

先月風邪を引き、2週間程床に入っておったので

毎日大変退屈しておりましたところ、文芸春秋新年

号が届きました。早速読んでおりましたところ、

「三人の章子」というコラムのところに、茅崎市の

安藤耕乎さんが「トラのお出迎え」として書いてあ

ります。先月号（12月号）には「ライオンと睨っこ

した語」を岸恵子が書いてました。私は大変興味を

もって読んだのです。しかも野性の百獣の王と相対

してどんな方法で退散さしたのかと色々想像をたく

ましゅうしたのです。これは、エジプトの砂漠でロ

ケ中の出来事で、ライオンが出たとの警報後約2時

間後だそうです。その王様は満腹で眠気をもよおし

ておったのではないかとのことでした。

安藤耕平さんの虎の話は、スマトラ西海岸沿岸の

ダハトアンの一角に野戦病院の診療所を開設したの

で、近くにある歩兵部隊へ所長と自分（安藤さん）

が宴会に呼ばれた時のことであって、相当量の酒が

入り、足もとがふらついた所長を肩にかかえこむよ

うにして宿舎…百メートル位のところの距離しかな

いところまで歩いていたところ、ふと後を見た時、

月影もない暗やみの路上に光る二つの目に明らかに

虎と直感。目の位置からしてかなり大きいのが静か

に自分達との間隔をおいて尾行してきている。身内

の大トラをかばいながらの道行きなので、「所長、

後に虎です」等と知らしたら、「何、虎が。よし俺

が仕留めてやる」と両虎相対し抜刀となっては大変

と、自分に気を落ちつけと云い聞かせながら歩調を

早めることもなく、平常心ぶって時に後の方を警戒

しながら距離を保ちながら、やっとの思いで宿舎に

帰り、背すじにドッと冷汗が流れたことを覚えてい

ると、この間所長はまことにごきげんで歌ったり、

靴音高くふみつけながらであったそうです。おそら

くこの虎も所長の無事帰会を見とどけた行動ではな

いかと思いました。

百獣であっても、シェパードであっても動物は本

能的に自分に危害を加えないものを直感的に感じと

り、自分から積極的におそいかかることはないので

はないかと思いながら読みました。

干　支　に　つ　い　て

佐々木善吉彦署

今年は寅年です。家を建てる、嫁に行くなどの祝

事を非常に嫌うという傾向があります。従って昨年

のうちに柱を建て、嫁さんは足入れをする、干支に

絡んだお話が沢山ございます。

私は責任をもって会議等を招集する場合、子、丑

友引の日を選定する。この日は葬式をしない。なぜ

葬式をしないかと申しますと、根拠は一つもござい

ません。ある地域では子、丑、友引以外寅の日も葬

式を出さない。あの世に旅立った人が千里行って千

里戻ってくると云われていますが、これまた全然横



拠がございません。ただ友引と云うのは、友達から

引っぼって行かれるのではないかということで、そ

の日はやめにしてくれということです。子、丑の場

合は、お噺話と生活に即した実状があります。

昨今、交通事情が大変便利になり、交通公社さん

にかけこみますと、支店長さん大変力のある方で、

すぐ切符をとってくれますので目的を果せます。そ

の昔、旅立ちと云うのは朝立ちと云って早く家を出

ます。明るいうちに目的地に着いて休養をする。で

すから子の刻、丑の刻と云うことは、丑三つ時の言

葉で云われます通り夜中に旅立ちさせるのはかわい

そうだ、いくらあの世に旅立つのでも子、丑の刻で

はなく、足もとの明るいうちに出してやろうではな

いかと云う心情から子、丑の時には葬式を出さない

ということが江戸時代から定説となって残っている

ようでございます。もう一つ十干、十二支という暦

の上がございますけれども、十二支の子、丑、寅、

卯、辰、己、先程会長から捏薬という言葉が出まし

たが、お釈迦様が亡くなった時、お弟子さん方だけ

でなく、沢山の方が死を悲しんで寄り集り、また人

間だけでなく周辺の動物すべて、あるいは植物まで

涙の出るものは涙を流した。

お葬式の話になりますと恐縮なんですが、仏式の

葬儀に参りますと必ず死花と云うのがございます。

死んだ花、または四本の花と書く。これはお釈迦者

の周辺を取り巻く四本の木が死を悲しんで、その緑

色の葉が一瞬の内に白に化してしまった。こう云う

ことで四本の花を必ず壇上に立てるわけです。従っ

て白い紙で造っっていただいております。お釈迦様

が亡くなった時は動物が多く集ってくる。その中に

は十二支もいた。なぜ、その動物がいたかと云いま

すと、お釈迦者の徳を慕って近郷近在の百姓、老若

男女、あらゆる方が教えを受けに来た時に動物も－

緒にお釈迦様のそばに寄ってきて、毎日一匹づつ身

のまわりの奉仕をさせて欲しいと申し出たそうです。

お釈迦様は非常に困りまして集まった12匹の動物に

対してJ頃序を決めよう、それは向うの山の上まで走

って早く帰ってきたものから順次にめんどうを見て

もらうことにしてスタートさせ、一番先に戻ってき

たのがねずみとうしだった。ところがねずみは小さ

いので、大きな動物には負ける。インドでは虎が一

番早い、当然虎が一番で戻って来るものと思ってい

たら、牛がトップで入ってきた。なぜ牛を取り上げ

たかと云いますと、インドいわゆるヒンズー教では

牛が絶休とされています。その時の社会の状況から

牛と云わざるを得なかったのではないかというよう

な気がします。ところがものには上がございまして

ねずみはとてもこれでは勝負にならないと判断、ス

タートの時から牛のしっばにしがみついて一緒に走

った。牛は俺がやっぱり一番だと後を振り返ったと

たんにしっばの先からねずみがぴょんとおりて、俺

が一番だと云うことで子、丑、寅という噸序が出来

た。ところがお釈迦様はその行為を見て、ねずみは

ずるいことをした後にまわれ、牛は最後の瞬間に油

断をした。従って丑は後に下がれとお釈迦者が裁定

をしたので子、丑には葬式を出さない。これはお噺

話ですが、こういうようなことはみなさんの生活と

仏教の中に沢山ございます。私は当事者として葬式

に行っていますが、みなさんが葬式においでになる

時、例えば包み紙にはどう書けばよいのか、服装は、

なにを持って行けばよいのか、更には手に数珠をか

けて、喪服を着て、これらの本当の意味をお聞きし

ても大底の方が返答に迷うのではないでしょうか。

これからは私の義務として、2～3分余った時間を

一人づつ頂きながら、わかる範囲でお話しさせてい

ただければ幸いと思います。

〔学長報筆⊃
佐藤順治者

1．本日16時より第4回クラブ協議会を開催致しま

すが、常任委員長、特定委員長でなくとも多数ご

出席下さいますようお願い致します。特に新入会

員は出席して頂きたいものと思います。

2．台中港区扶輪社の創立15周年記念式典に出席さ

れる方について、前例会の時は3名の申し込みが

ありましたが、本日は多数の申し込みがあるもの

と期待致しておりますので、よろしくお願い申し



上げます。

3．大人について

2月15日はお釈迦様が入滅された日です。この

日をしのんで各地で摂心（坐禅の修行）が行われ

夜半には「仏遠軽」という釈尊の最後の説法を記

録した経典を読諦いたします。読諭していくうち

に、お釈迦様の入滅のご様子がひしひしと身にせ

まってくるようです。

この経典の一句に「よく忍を行ずる者は、すな

わち有力の大人となす」というお言葉があります。

つまり、忍苦の世界を通過して、はじめて人間と

して「大人になる」ことができるということです。

学問教養のうえで大人になり、社会的に大人に

なったとしても、精神そのものが大人になってい

ないと、誉められ風にのぼせ、けなされ風にしょ

げ、人をねたみ、惜しい、欲しいと心がゆれるよ

うでは、まだ忍苦に耐える「有力の大人」とは申

⊂旦一旦牒＿＿亘）秋野　忠君

○例会場所、時間変更のお知らせ

酒田R．C

日　時　1月19日（日）　A．Mll時点鐘

場　所　　ホテルリッチ酒田

酒田東R．C

日　時　1月16日（木）　P．M5時点鐘

場　所　山王クラブ

鶴岡西R．C

日　時　1月24日（金）　p．M6時点鐘

場　所　湯田川温泉　七円旅館

○会報到着のご案内→鶴岡西R．C、東京R．C

〔享二重会報告〕

（二重）佐藤　昇看
御案内申し上げてあります新年たら汁会に多数の

方の御出席をお願い致します。

（出席委貞二亘〕
松田貞夫看

1985～1986出席率表

（ビ　ジ　し二二」

鶴岡西R．C　　鈴木次良君
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（会員スピー㌻）

コンピューター（電子計算機）の世界

僕は昭和43年から現在の職業であるコンピュータ

ーのソフトウエアー開発、いわゆる、プログラマー

SE（システムエンジニアー）をやってきました。

その間足掛け18年間コンピューターも随分、進歩、

発展してきました。

そんなことを振り返りながら今日は「コンピュー

ター（電子計算機）の世界」と題してお話をしてみ

たいと思っておりますが、先輩諸氏には私よりも今

のOA（オフィスオートメーション）にはずっと詳

しい万がおられると思われますので、もし、私の話

の中で誤りが有りましたらご指摘していただき、勉

強させていただけたら幸いと思います。

さて、我が国で最初にコンピューターについて考

えられたのは、大正末期から昭和の初期とされてい

ます。それは産業革命の機織り機械にいかにコンピ

ューターをくみこむかということだったようです。

しかしこれは考えただけで実用には至らずに終わっ

てしまいました。それからしばらく時を置きまして

太平洋戦争も終わり数年間は日本の復興の時代とな

りましたが、それとともにコンピューターも本格的

にその製造を考えられるようになり、第1号機が作

碓　氷　節　男　看

られたのは昭和20年後半のことだと言われます。

それではまずコンピューターの条件として最低の

項目をあげますと、

1．高速で計算が出来ること。

2．判断能力を有すること。

3．同じ作業を何度でも出来ること。

4．記憶量が大であること。

まず1番の「高速で計算が出来ること」に対して

ご説明させていただきますと、1秒間に何回の計算

が出来るかと言う単位で計算機の能力を計ることが

出来ます。

1．ミリセカンド　　　1000／秒

第1号機は43ミリセカンドぐらい。

2．マイクロセカンド　100万／秒

－一般のOA機器

3．ナノセカンド　　　10億／秒

汎用コンピューター

4．ピコセカンド　　　　1兆／秒

現代大型コンピューター

ここでコンピューターの種類を上げてみますと、

1・マイコン（マイクロコンピューター）掃除機、

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



洗濯機、テレビジョン、ビデオ、ストーブ。2．ポ

ケコン（ポケットコンピューター）数本のプログラ

ムが記憶されており、その計算のみ可能。　3．パソ

コン（パーソナルコンピューター）簡単な事務計算、

テレビゲーム。　4．オフコン（オフィスコンピュー

ター）会計、売掛、買掛、管理、在庫管理、一般事

務計算。　5．汎用コンピューター…色々すべて、オ

ンライン、ホストコンピューター。

世代別分類をもってコンピューターを分けますと、

1．第1世代コンピューター（真空管使用）　2．第

2世代コンピューター（トランジスター使用）　3．

第3世代コンピューター（トランジスター、ダイオ

ード使用）4．第4世代コンピューター（lC使用）

5．第5世代コンピューター（LSI、超LSI使

用）

型別分類をもってコンピューターを分けますと、

1．超小型コンピューター（マイコン、ポケコン、パ

ソコン）　2．小型コンピューター（オフコン、汎用

コンピューター）3．中型コンピューター（オフコ

ン、汎用コンピューター）　4．大型コンピューター

（汎用コンピューター）　5．超大型コンピューター

（汎用コンピューター）

この型別分類はコンピューターの、買取り価格で

分類されます。

第2の「判断力を有すること」ということは、

I F　く　＞＝　AND　等の命令を使用す

ることが出来ること。

第3の「同じ事を何度でも出来ること」は、

GO TO PERFORM　等の命令を使用す

ることが出来ること。

第2、第3のことについてはコンピューターに命

令を与えることが出来るということでコンピュータ

ーの命令は汎用コンピューターで180から200ぐら

いの命令があります。命令の種類は、1．マシン言

語（機械語）　2．ベーシック言語（簡易言語でマイ

コン、パソコン等に使われる）　3．アッセンブラ言

語（簡易言語で汎用コンピューター等に使われる）

4．フォートラン言語（科学技術計算等に多く使われ

る）　5．コボル言語（一般の汎用コンピューターで

最も多く使われる）＆各メーカーの簡易言語。

第4の「記憶量が大であること」は、一般にいわ

れるCPU（記憶装置）が大きいことと外部記憶装

置が大きいこと。外部記憶装置には次のようなもの

があります。

1．フロッピーデスク

（128×26×73×2　＝　　485，888字）

2．磁気テープ

（1600×1200フート＝1，920，000字）

（1600×2400フート＝　3，840，000字）

（6250×1200フート＝　7，500，000字）

（6250×2400フート＝15，000，000字）等

3．磁気デスク　　　　　　（各種様々）

4．光（レーザー）デスク　（各種様々）

どのようなかたちで記憶されるかを説明しますと、

ほとんどのコンピューターは10進化2進法という方

式をとっています。それは、

〇　　　　　　　〇　〇

〇　　　　〇　〇　〇

〇　　　　〇　　〇　〇　　〇

〇　　　　　〇　〇　　〇　〇

1　2　4　8　3　5　6　7　9　0

これを発展させて色々な文字を作りだしている8

ビット、16ビット、32ビットといったような段々高

度なコンピューターが作り出され、近い将来は第6

世代のコンピューターが作られ、感情を持っていて

人間の誤りを指摘してくれるようになると言われて

います。

どちらにせよ、それを作っγこのは人間である以上



コンピューターに使われることのないよう、皆が時

代に即応した勉強をして、自由にそれを使いこなし

てゆきたいものだと思います。

最後になりましたが、私共でお役に立つ事がござ

いましたらなんなりとお申しつけ頂き、お互いに勉

強させていただけたらと思っております。本当にご

静聴有難うございました。

（会長報告）
佐藤順冶署

1．第4回クラブ協議会開催

去る1月14日（火）16時より2時間に亘りクラ

ブ協議会を開催致しました。今回は「前半の活動

実績と後半の計画との調整」について各委員会よ

り夫々発表していただき、種々意見の交換を行い、

一応初期の目的は達せられたものと思いました。

ただ、欠席した委員会がありまして、お互いに意

見の交換が出来ず残念でした。

尚、次回、第5回のクラブ協議会は4月8日に

予定されております。その節は今回欠席した委員

会は勿論、全委員会のご出席を期待致します。

2．1月19日（日）、酒田市のホテルリッチ酒田に

於て酒田市立酒田中央高等学校インターアクト・

クラブの認証状伝達式がありました。

当クラブよりは石黒バストガバナーを始めとし

インターアクト委員会の中田委員長さん、委員の

皆川さん、秋野幹事さんと私の5名が出席して参

りました。分区内各クラブのロータリアンも多数

出席されたようです。

11時30分の点鐘に始まり、インターアクト会

員46名、厳粛な中にも和気謁々とした芽囲気で、

13時無事式典が終了されました。

3．次回28日の例会は「新年たら汁会」で、午後5

時30分点鐘で、場所はこの例会場でありますので

お間違いのない様にして下さい。

4．会員の佐藤英明さんは1月28日付で仙台NTT

東北総支社企画部長に転勤とのことです。

5．匹田良平さん自宅療養の為、2月末日迄賜暇願

いが出されております。

6．手塚林治さんから昨日事務局に連絡があり、現

在宮原病院に入院中であり、1月末迄賜暇願いし

たいとのこと。早速手続きをとりたいと思います。

（幹事報告）秋野　忠君

○ロータリー財団委員会の代行で、本日はロータリ

ー財団協力の日で、1人1＄以上でご寄付をお願

いしました。その結果、11，536円のご協力を頂き

ました。

○今日は他クラブの例会日等の変更の通知がなく、

多くの委員会報告をして頂き、当クラブの近況が

よく理解出来たようでした。

○今年度の例会も余すところ20回を数えるしかあり

ません。後半の各委員会活動、又事業活動にご協

力の程宜敷くお頗い致します。

（委員会報告）

（二重奏車重つ　佐藤　昇署

1月28日の例会はタラ汁会ですので、午後5時30

分より点鐘です。

（∈亘三重垂垂）斎藤　隆署

ファイヤー．サイド．ミーティングの衡案内

日　時　2月1日（土）午後5時30分より

場　所　中国飯店　　登録料　2，000円

（二二垂車重垂二）塚原初男看

〇台中港区へのカレンダー送付の協力依頼について



○訪台委員会よりの報告

（アンケート調査により）

今回ぜひ出席したい人　　　　　4名

都合がつけば出席したい人　　　8名

次回には出席したい人　　　　　22名

今回も次回も出席出来ない人　　35名

し会員増強委員筆つ　庄司嘉男看

○国際ロータリーよりの通知

100万人目のロータリアンは

あなたのクラブにいるかもしれない

秒読みが始まりました……あと6，000人足ら

ずです。「100万人目のロータリアン」を入会

させる機会は世界のどのロータリー・クラブに

もあります。会員数の増加傾向から考えると、

1986年2月17日から23日までの1週間、ロータ

リーの創立81周年記念日の含まれる週に100万

人目のロータリアンが入会すると思われます。

特定の人を指定するのはほぼ不可能ですので、

その週に正式に入会したロータリアンは、すべ

てロータリーの「ワン・ミリオン・メンバー・

クラブ」という選抜グループの一員となります。

本R．Ⅰニュースに同封した書式に該当する新

会員の氏名を記入し、1986年3月31日前に到

着するよう返送して下さい。これで、あなたの

クラブは「抽選箱」の中に含まれます。この抽

選箱からカドマン会長が100万人目の会員の氏

名を引き出します。この人と推薦者は、夫人同

伴で、来る6月に米国ネバダ州ラスベガスで開

かれる国際大会に招待され、祝賀会で来賓とし

て遇されます。これはロータリー史における誇

り高き一瞬と言えましょう…あなたのクラブ

ぜひご参加下さい！

「スマイJJつ

佐々木嘉彦君　　NHK山形放送局で対談に出演

するので。

（1月30日午前7時52分より）

関原享司君　鶴岡市観光協会で2月9日開催

のtt雪の降る街〉－のイベントに

協賛し、2月16日午後4時より

YTSにて放映致しますので。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C　　佐藤　　拡君．木村有為君

鈴木昭吾君

射十・十’・★ト◆‥ヰー◆

ヰ　ロータリー教室㈹
◆J h一才∴・■巣．・・

討論会は親睦を深め
ロータリー知識を広げる

ロータリアンがロータリー問題について討論する

と、ロータリーのためになります。あなたのクラブ

はこのような討論を行っていますか？　まだ行って

いないなら、会員の自宅で小規模な肩のこらない集

まりを持ち、ゲル【フ膏寸論を行うよう努めて下さい。

1グループが10人以内という少人数であるためと

気軽な雰囲気から、このような討論会は親睦を深め、

また、奉仕の理想を実践するうえで役立ちます。

計画を立てる際には、R．1．日本支局に「論題をも

った談話」（125－JA）を注文して下さい。この出

版物には、ロークリ【に関する様々のテーマについ

て討論する際、司会者が討論を指導、鼓舞するうえ

で役立つ10項目が掲載されています。価格は1部に

付き270円です。
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出席報告：会員79（73）名　出席52名　出面率71．23％　前園出席率79．45％　修正出席66名　確定出席率90．41％

〔会長報告〕　佐藤順治者
1．メキシコ大地震義援金について

先にコロンビア義援金と同様に財団寄付金と加
算する旨、日本支局を通してR．Ⅰ．より発表ありま
したが、この程R．1．財団よりメキシコ義援金は財

団への寄付として加算されないことになったと突
然変更してまいりました。けれども、ここに、こ
れらのご支援の恩恵に浴する人々に代り、心から
お礼を申し上げるものであります。これらのご寄
付こそ世界理解に対するロータリアンの献身のシ
ンボルなのであります。

以上、R．Ⅰ．財団、地区より連絡がありました。
2．台中港区扶輪社の紀坤棲氏よりお手紙を頂戴致

しましたので、概略を申し上げます。
去る1月中旬、当クラブ会員中江さんが台中で

お父さんが病気の為訪台した際、有志約20名が相
集い歓迎の宴を催しました。その節、両クラブの
情報交換がありました。又、1月20日の例会日に
は当クラブにメイクされ、「鶴岡の風土と人情」
と題してスピーチを戴き、貴クラブの現況につい
て詳しく説明され、大変よい勉強になりました。
尚、来る5月15日の創立15周年記念式典には大勢
訪台するように計画を進めていると承り、大変感
渡しております。何卒大勢ご参加の程を期待して
おりますとのことでありました。

3．定例理事会

次回の例会日は2月4日ですが、11時30分より
定例理事会を開催致します。理事の方全員出席し
て下さい。

4．佐藤英明さんが1月28日付で仙台の東北総支社
へ御栄転なされますので、記念品を贈呈致します。

（幹事報告）秋野　忠君
○会報到着→酒田東R．C
O次回の例会（2月4日）は月初めでありますので

11時30分より定例理事会を開催致します。

〔眉会挨拶）佐藤英明署
只今幹事さんからご報告ありましたように、本日

付で仙台の東北総支社に転勤する事になりまくした。

鶴岡では丁度2年間お世
話になった訳でありますけ
れども、アッという間にす

ぎた2年間という感じが致
します。私と至文しましては

もう少し、1年でも2年で
も永く皆様とお付合い出来
たらと思っていた訳ですが、

図らずも転勤する事になり
ました。この間皆様方から

受けましたご友情、ご交情に対しまして、心から感
謝申し上げます。

この2年間、皆様方のような良い万々に囲まれて

楽しく仕事が出来ました事を有難度く思っておりま
す。仙台に来られました折には、ぜひお立ち寄りい
ただきまして、いろいろなお話をお聞かせいただけ
ればと思います。
鶴岡で受けたご友情、ご交情、又いろいろな想い

出を、今日のたら汁と一一緒に腹一杯納めまして鶴岡
を離れたいと思います。

2年間本当に有難度うございました。

（二重卓亘垂亘二）

（福豆表面直垂つ　佐藤　昇署
新年たら汁会を計画しご案内申し上げましたとこ

ろ、皆様お忙しい中多数ご出席いただきまして誠に
有難度うございました。又、新穂さん、山下さんが
腕によりをかけたおいしいたら汁を十分ご堪能して
いただきたいと思います。

（社会奉仕委員会〕　小池繁治署
恒例のチャリティー・オークションをユーモアた

っぷりな関原さんの名司会により行ないましたとこ
ろ、総売上金額45，100円となりました。全額をクラ
ブスマイルと致します。

皆様方のご協力に感謝申し上げます。

（ビ　ジ　タ　ー〕

鶴岡西R．C　　三井盾夫君

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



新　年　た　ら　汁　会

＼→■－／
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出席報告：会員78（72）名　出席55名　出席率76．刃％　前回出席率71．23％　修正出席61名　確定出席率83．56％

〔会員スピーチ〕

老父の看病の間に間に

し、～／

去年の12月頃から大腿骨を骨折して入院していた

父の病状が一進一退を繰り返している中、今年の1

月5日にtt直ぐ帰れllの電報で慌しく台湾に飛んだ

ような次第でありました。

87歳という高齢ですが、5臓6腑はこれと云った

欠陥もなく、とにかく食事さえよく取れば元気がつ

いて来るという医者の指示に従って懸命の看病をし

た甲斐があって徐々に食べるようになり、私がそち

らを離れる頃にはむしろ食べ過ぎないようにと念を

押すほどに回復致しました。皆様のおかげと心から

お礼を申し上げます。

扱て、この10日間ほどの間、あちこちのクラブに

メイクアップして参りましたが、見聞した事で私共

と違う点等2～3申し上げたいと思います。

○例会時間は夕方の6時からとありますが、先づ円

卓で食事を済ませてから例会場に入るのですが、

会長さんの首には大きいロータリーバッチがかけ

られ、幹事さんのタスキには横文字で職名が書か

れ、裏側に年度を表わす数字が書いてあるが、何

れの場合も退任の時に記念としておあげする慣わ

しだそうです。

○登録料は3百元前後ですが、かなりのご馳走があ

りました。例会のプログラムは主としてプログラ

ム委員長を中心に関係委員長達によって運ばれて

中　　江　　　　亮　署

いるのが特徴でありました。

○例会時間はおおよそ1時間と聞いていましたが、

私が出席したところは殆どがかなり時間を超過し

ておりました。帰ってきてから調べてみたところ

例会時間の制限は別に規定がなく、1時間とかは

慣例らしいです。

○スマイルの方法に注意を払ってみましたが、予め

配られた用紙に理由、氏名、金高を付して親睦委

員長に出したものを逐次読みあげてはFine！を繰

り返していました。すぼらしい、美事の意味らし

い。Itゲストスピーチを聞いてすぼらしいと思っ

たので‥・ll等、非常に積極的なやり方で、大変参

考になりました。

○例会を始めると、紹介の他にゲスト・ビジター歓

迎のソングを全員で歌ってくれます。私は初めて

であったので、くすぐったくもあり、恐縮も致し

ました。

○会員の着席はすべて予めS・A・Aが置いた名札の

ところに座るので、毎週違うわけで、親睦のため

には効果があがるかと思いました。

○地区について聞いた話ですが、地区予算といった

ものは特別なく、年次大会の時の登録料を数百元

負担する程度だと云うそうであります。地区ガバ

ナーの奉仕による自己負担が主な財源だそうであ

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



ります。

◎1月20日台中港区R．Cの例会でゲストスピーチ

をするようにと貴会長さんから言われましたので、

日本、そして253地区、鶴岡クラブのロータリー

活動の近況について申し上げました。

私の話の最中に、例会場の両サイドに御夫人た

ちが続々と集まって来られたのに気がつきました

が、ファイマ欄．サイド．ミーティング（炉辺談

話）をくりあげての歓迎宴と知って非常に恐縮し

ました。何時も乍らの文字通りの熱烈歓迎ですが、

私は何時でもこのクラブには人材が豊富で、和に

よって友情と団結が保たれている事を痛感してい

ます。

○創立15周年記念式典には約6百名の参加が予定さ

れていますが、全会員がその日のために準備に追

われているようであります。

当クラブからは、会員、夫人、なるべく大勢参加

をされたいという御期待に応えて、会長きん、幹

事さん、関係委員会のお膳立てをお願いしまして

スピーチを終ります。

（会長報告つ
佐藤順冶署

1．G・S・E派遣について

木村日出夫君は4月9日夜鶴岡出発、東京で5

日間研修の後、4月15日成田空港を出発します。

それについてガバナーより要請があり、出発前ま

で2回位例会に招待し、又、壮行会等をお願いし

たいとのこと。

理事会協議の結果、次の通り決りました。

・月1回位例会に招待する。

・若干の銭別を贈ること。

2．鶴岡高専の篠崎顧問教師より「青年功労賞」推

薦の依頼がありました。

被表彰者　碓氷雅保君　19才

功績内容

①　鶴岡高専前々年度会長

④　国道345号線清掃活動

④　市内ボランティア団体交換会で活動

（彰　児童館おもちゃの病院での活動

等々、積極的にボランティア活動に身を

投じた。

協議の結果、「青年功労賞」を贈ることに決定

しました。

3．事務局の山下和子さんが3月いっぱいで退職致

します。その後任には斎藤とも子さんに決まり、

本日より慣れるまでお2人で出席します。

4．会員増強…まだ目標に遷しておりません。心当

りの方、推薦方よろしくお願い致します。

5．訪台のすすめ

毎回のことでありますが、成るべく多く出席す

るようお願い致します。

6．2月11日は建国記念日の為休会します。

（幹事報告）
秋野　　忠君

○認証状伝達式のご案内

第275地区　東京新橋R．C

と　き　　61年4月5日（土）

ところ　　ホテル　オークラ

○鶴岡西R．C創立20周年記念式典のご案内

と　き　　61年4月25日（金）

ところ　　グランド　エル・サン

○会報到着→鹿児島R．C

O佐藤英明さんの送別会

と　き　　2月8日

ところ　未　定

（親睦活動委車⊃
佐藤　　昇署

○会員誕生（2月生）

早坂徳治君．笹原桂一君

斎藤　　暗君．手塚　　拓君

内　山善一君．碓氷節碓君

○奥様誕生（2月生）

匹田フクミ　様．佐藤鷹子（友吉）様

○親陸麻雀大会の案内（担当．松田士郎君）

2月26日に行いますのでよろしくお願い致します。



（出席委員会）
松田貞男署

年間皆出席

25年間皆出席　　鈴木善作君

13　　〝　　　　吉野　　勲君

13　　〝　　　　佐藤友吉君

9　　〝　　　　菅原辰吉君

1　〝　　　　塚原初男君

1月100％出席　52名

阿蘇．張．藤川．平出．早坂．布施．飯白．石川．

石黒．板垣（俊）．市川．飯野．川村．黒谷．小松．

皆川．加藤（貿）．塚原．忠鉢．三井（賢）．三井（健）

嶺岸．迎田．松田（貞）．松田（士）．中江．斎藤（隆）

佐藤（昇）．佐藤（忠）．佐藤（傾）．佐藤（衛）．佐藤

（友）．佐藤（元）．新穂．菅原．鈴木（善）．鈴木（弥）

庄司．佐藤（英）．鈴木（茂）．碓氷．佐々木．斎藤

（昭）．白坂．丹下．富樫．高田．手塚（拓）．若生．

山口．吉野．関原

（SAA委員会）
阿蘇司朗署

2月18日の例会は、食事をバイキング方式で行い

ます。

（雑誌広報委員会）

、　ノ

斎藤　　昭署

ロータリーの友2月号の中に、R．Ⅰ会長エドワー

ド．F．カドマン氏のtt人生は晩年からいが1ペー

ジに載っておりますが、日本の民話にも関連して大

変おもしろいと思います。

又、今月は世界理解月間ですので、世界平和と社

会奉仕に関する記事がたくさん載っておりますので

ぜひ読んで下さい。

次年度（1986～87）の理事

並に役員のメンバーの発表

山口篤之助署

理事は次の8名の方々です。

山口篤之助君　　会　長

市川嘩雄君

吉野　　勲君

庄司嘉男君

布施隆夫君

中江　　亮君

塚原初男君

佐藤噸治君

副会長（クラブ奉仕担当）

会長エレクト

（職業奉仕担当）

（社会奉仕担当）

（国際奉仕担当）

（青少年奉仕担当）

直前会長

理事会は次の2名を加えて10名で構成いたします。

松田士郎君　　幹　事

風間真一君　　会　計

又、役員会は会長、副会長、会長エレクト、幹事、

会計の他

佐藤陸男君　　S・A・A

板垣広志君　　副幹事

の7名であります。会員皆様のご協力とご指導をお

願いいたします。

（ス　マ　イ　ル）

碓氷節雄君　　息子がローターアクトクラブの

青年功労賞を受賞したので。

新穂光一郎君　　鶴岡市学校給食共同調理場の設

計を受註したので。

津田晋介君　　日本3大スキー場の1つのニセ

コスキー場（北海道）へ行き、

ダイヤモンド．ダスト等大変す

ぼらしかった。

塚原初男君　　台車に送るカレンダーをたくさ

ん御協力して戴いて。

斎藤　　隆君　　2月1日に行われたロータリー

情報委員会に御協力に感謝して。

張　　紹淵君　　ロータリー情報委員会に出席し

ロータリーの創立に関して。

ロータリーの創立は1905年2月

23日である。最初の4人のメン

バーは（奉仕の冒険28頁より）

1）ガス．ローア（鉱山技師）

2）ハイラム．ショレー

（洋服屋）

3）シルベスターシール



（石炭商）

4）ポール．ハリス（弁護士）

である。

小池繁治君　　去る1月28日の親睦タラ汁会に

於て、オークションの名司会者

関原亨司君に感謝と敬意を表し

（ビ　ジ　タ　rJ

鶴岡西R．C　　児玉光弥君

立川R．C　　　滝　　禅源君

交換学生　　　ジュリー．エリザベス．マックレーさん

ォ・・十●・●★「◆‥→トノ

↓　ロータリー教室㈹
◆・ヰ‥一才∴●■よ・‥

囲：クラブ会員のひとりが1年間の賜暇を申し出ま

した。彼は賜暇の期間中も引き続き会費を納入しな

ければなりませんか？

闇：はい。標準ロータリー・クラブ定款第7条は、

名誉会員を除くすべての会員は、年会費を納入しな

ければならないと規定しています。賜暇はその人の

会員資格の喪失を防ぐためにのみ役立つのです。

圃：いくつかのクラブでは、奨学金やその他のプロ

ジェクトの資金を賄うため独自の「財団」を創設し

たと聞きました。これはロータリーの手続きに照ら

して合法的でしょうか？

隊：合法的です。クラブはそのような目的のための

基金を設けることができます。しかし、R．Ⅰ理事会

はこのような基金を法人組織化するための書類を検

討する必要があり、その名称に関しては一定の指針

があります。詳細についてはR．Ⅰ日本支局に照会し

て下さい。

囲：バスト・サービス会員はクラブの理事になれる

でしょうか？

厘：はい。国際ロータリー細則第3条第7節に、名

誉会員のみが、クラブのいかなる役職にもつくこと

ができないと定められています。

園：食事は例会に不可欠なものでしょうか？　私達

のクラブには、食事の費用を負担しないで夜間に例

会を開いてはどうかと言っている会員がいます。ま

た、出欠によって食事の費用を会員ごとに決めたほ

うがよいでしょうか？

匡】：食事は例会の一つの要素と定められているわけ

ではありません。食事の費用をクラブ会費に含める

ことは認められているし、かなり普通のようです。

ですが、食事をしなかった場合、その費用を払い戻

すかどうか決めるのはクラブ理事会であります。メ

ークアップした場合に限り払い戻しているクラブも

あります。

園：クラブ理事会の手続採択を一般会員が否決する

ことができますか？

臨：できます。標準ロータリー．クラブ定款、第6

条には、「理事会のいかなる決定についても、クラ

ブに対して提訴することができる」と定められてい

ます。理事会の決定を覆すには出席会員の3分の2

の投票が必要です。

チャールズ　C．ケラー氏

1987－88年度R．1会長に指名さる

米国ペンシルベニア州カリフォルニア・ロータリ

ー・クラブのロータリアン、チャールズ　C．ケラー

氏が1985年11月11日に米国イリノイ州エバンスト

ンで開かれた会長指名委員会において、満場一致で

1987－88年度国際ロータリー会長職に指名されま

した。

会合でロータリー情報を討論

R．Ⅰ事務局と地区ガバナーからクラブ会員に定期

的に情報が流れていますか？　流れていなければ対

策を次に挙げます。1カ月に1度情報集会を開いて

R．Ⅰニュース、ガバナー月信、ロータリアン誌、公

式書簡などを読み、話し合って下さい。このような

会議によって各会員は博識のロータリアンになるこ

とができるのです。
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出席桁：会員78（72）名出席52名出席率72・訟％前回出席率76・39％修正出席59名確定出席率81・94％

〔互享二重互∃⊃
子　供　か　ら　学　ぶ　も　の

このような席にお招きを

いただき誠に感謝すると共

に御礼申し上げます。

大先輩の中でお話しをす

ることは大変心重く、恥か

しいことであります。

本日の御依頼を受けまし

た時に、私にお話しの内容

があるとすれば、仕事上子供達とかかわる時間が多

いこと、また一人の子供さんに20数年教えたり、一

緒に勉強したりし、本当に小さい時から自分の子供

のような心境になり、子供さん達の成長過程をみる

チャンスが多かったことから、あまり辞退出来ずに

お引き受けいたした次第です0

中学校一年生の頃父に、親になることは自信があ

ってなるものか聞いたことがあったのですが、その

頃は今のように情報が少く、大人になるのが非常に

怖かったのです。果たして自分も親に、大人になれ

るものかということが心配であり、大問題でありま

した。そうしたら父は、自信なんか誰にもないんだ0

だから子供と一緒に成長して、子供が大人になるこ

とと平行して親も一人前になるのだから心配ないと

云われました。それから非常に気が楽になり、自分

も大人に、親になれるんだということで過して参り

ました。

次に1日8時間睡眠をとるわけですが、1日の3

分の1寝ると云うことは、60才になったら20年間寝

吉　続　正　義氏

てしまったのかなあと思い当ったのであります0振

り返ってみますと、寝るのが非常に借しかった0も

し人間が寝ないで済むならばどれだけ本が読め、勉

強が出来、たのしいことが出来て時間を費やせたか

ゎからない。3分の1寝るのが勿体ないなどという

気持ちを引きずって中学、高校と進学した頃まで解

決がつきませんでした0大学の2年の時に健康を害

し、荘内病院に入院いたしたのが満20才の誕生日で

した。昨日までは19才、今日から20才という時に病

院の中におり、一年間休学いたしました0一体どう

いうことか、神の仕打ちか、仏の心なのか、私には

全くわかりませんでした。気が付いた時には、寝る

ことも仕事の一部であり、8時間寝ることは決して

無駄でないことが判った次第です。従って24時間す

っかり自分のものになり、充分睡眠をとることにい

たしました。病気が私にすべてを教えてくれたわけ

です。それで鶴岡と酒田という紹介がありましたの

で、両地域の子供さん達に触れながらお話しをした

いと思いますが、これから申し上げることは、良・

悪とか、この方法は望ましいとかと云うことではあ

りませんので誤解なく、ありのままに先づ一つの面

をお知らせいたしたいと思います0

一つの教室で同学年の子供さん達を10人なら10人、

鶴岡・酒田に同じ教材を与え舞踊の練習をしたとい

たします。練習方法に両都市の相違点がございます0

それは先程申し上げましたように良し、恋しではな

く、子供の姿をみていますと、世の中というか、社

あなたが鍵です一会員増強にご協力を／



会性というか、御両親達の姿勢というか、こういう

ことに大変影響されるのかと感じない訳には参りま

せん。例えば何週間か休み、ぱっと練習に現われて

前の方にかまえます。そうするとわからないから槙

後を見なければいけないと云うように、その動作等

にやはり両都市の子供さん達の相違点が様々のとこ

ろに現われてきます。それをどういうように受けと

め、指導すればよいか、火を見るより明らかで、そ

れなりに対応し補わなければならないわけです。お

寺のお話しをして大変恐縮ですが、手を合せ正座し

て仏様の前で気持ちを正し、形をきちっとし、心の

中は仏様に対してのよい精神状態が宿りますよと云

う教えもありました。それから身体の状態はどうあ

っても、心の中は正座しなさいと云う教えも確かに

ありました。外側からせめるのか、中からせめるの

か、両方を同時に考えて指導しなければならない。

それで、現代舞踊と云う領域をお話し申し上げます

と長くなりますので省略いたしますが、普通はスタ

イルがよいか、身体がやわらかいとか、諸条件が整

うのが非常に望ましいと思いやすいのですが、私共

の師匠江口氏が申しますには、芸術家である前に人

間でありなさいということが先づ最初であり最後の

教えであります。第一番に大事なことは心である。

次は頑であり、休である。つまり心、頭、体の順位

である。その三つが正三角形の状態できちっと正し

い感覚と角度をもっていれば、なにも云うことはな

い。出来れば正三角形の下に自在に動くキャスター

のようなものがついていて、自由自在に思うところ

に行ければ一番よいのだ。

三角形に対して最近非常に興味がありまして、例

えば学校教育、家庭教育、社会教育が正三角形でき

ちっとした感覚がなければならない現状でしょう。

けれども昨今はどこかに「おんぶ」「だっこ」とい

う状態がみえないわけではありません。正しい三角

形を持った状態で行動を起せば、以外と道は拓けて

目前が明るくなると考えます。

子供さん達に心はどこにあるのかと質問いたしま

すと、目玉、陶とか様々の回答が返って来ますが、

専門的ではありませんが、おでこの後側に心を司る

ところがある。その部分で色々考え出すという。最

近の子供さん達の顔を見ますと、目玉が見えない位

迄前髪を長くしている。視力が悪くなるどうこうよ

りも、先づ心にもしかしたら眼帯をかけた状態で居

るのでないか。夜、サングラスをかけたり、必要以

上な形容をする人格になりはしないかと考えながら

子供さん達と舞踊を通して付き合ってみますと、そ

ういう子供さんは、ほっぺの筋肉がたるみ、口がぽ

かっと開き、四肢の緊張が不足する。そこを床屋さ

ん等できちっと整髪すると、全く違った生きいきし

た状態になって行動する。おでこの裏は太陽にあて

青空のもとで堂々と歩けるような状態にした方が良

いのではないか。形を整えれば心もこもるのだと云

う明しになるでしょう。少くとも外側からせめるこ

とにより中味は変っていく要素があるので、子供さ

ん達を外側から変えた方がよいのではないでしょう

か。自分だけでなく、よい意味で他人の領域をおか

すようになるとチームプレーと社会性が出てくるよ

うな感じがいたします。例えば鶴岡の10人のチ【ム

の中に酒田から3人位入れ、また逆な方法でチーム

を組んだとしますと、不思議なことに鶴岡の子供さ

ん達は怖くて行動を起せないと云います。どういう

ことかと申しますと左右、前後、上下に手足が上が

ったり回転したりいたしますと、となりの人が自分

の方に飛んで来るような気がする。酒田の子供さん

達はそんなことは一切言わない。これは鶴岡の土壌

といいますか、土地柄、人柄を端的に表している言

葉だと思います。一生懸命練習すればする程揃い合

い、すぼらしい境地につき進んで行けるという協調

性ということが感じます。本当に物凄いものです。

10人中10人が一つことをやっていこうというよりは

ソロのダンサー、つまり1人のダンサーが10人集っ

てしのぎを削っている状態が酒田のチームである。

従って一団となって一つの目標に向っていくことと

自分一人の力量を発揮していくことの違いかも知れ

ませんけれども、いづれにしても練習をあるところ

まで行い、その先にレベルを上げようとした時には

鶴岡は実によい境地に行けると思います。逆に酒田

は個々はすぼらしいが、ある瞬間から揃わなくなる。

それは理屈では云いにくい現状であり不思議さです。

いいタイミング、つぼにはまったというか、私があ

まり教えなくても、どんどん進んでいくということ

は一体なんなのかという感じをもつ訳ですけれども、

子供さん一人にかかわりをもつ大人の時間が莫大だ

と患います。ですから他人の方の子供さんをお預り

＼、′



していて、鶴岡の子供さんは本当に幸わせだと思い

ます。よい例ではありませんが、肥満も鶴岡は少い

ようです。肥満が少いと云うことは、子供さんが大

人達からいじくりまわされて可愛がられているから

だと思います。決して括られてはいない意識の中に

はっきりと子供さんが位置付けされている気がいた

します。

それから、鶴岡の子供さんが本当に幸せで凄いな

あと思うことは、私、妹、母3人がちりぢりの位置

におりましても、玄関から入ってきますと私達3人

に各々あいさつをし、帰りも同様のあいさつをする。

こちらから返さない限り、何回でも繰り返し、凡帳

面さと躾を育てていることは自慢されることだと思

います。他都市とはよい意味で違っており、21世紀

に向けて引き継いで行くべきです。この傾向は内科

的療法だと思います。つまり時間もかかるかもわか

りませんが、じっくりやって行こうと思います。荒

療法が必要な最近の中学校の問題等はまさに外科的

な腕を振わなければならないことが多くあると思い

ますが、子供さん達は半分以上はめないと伸びない

ようです。一歩一歩階段を昇ると2階に行けると話

す訳ですが、遠く見るとすべり台のように平担な斜

に見えますけれども、近くから見ますとデコボコが

激しいわけです。子供さんは特に階段の数が多く、

つまりスランプというか、自信喪失というか、落ち

込む時が極端に多く、1日に何回か訪れるようです。

その状態をみて大人達がこの子供さんは駄目ではな

いのかと思った時がもしかしたら一段上った時の丁

度平らな部分だったかも知れません。次に一段上る

垂直の飛躍を遂げる時迄じっくり待てるかどうか非

常に問題だようです。学問も仕事もすべり台のよう

に上昇して行くのでは決してないと思います。もし

かしたら上った半分もすべり落ちて、また上って、

ぎざぎざが鋸の歯のようになっているのが日常の人

生かもしれないのであります。出来るならば、子供

さんの背中にそっと手を当てた状態で力を貸してや

る気持ちの大人でありたいと思います。

最後に一つだけわかっていただきたいと云うこと

は、私共がステージに立った時に重大な問題で長い

時間をかけたトレーニングさせられましたけれど、

マイナスの状態になることです。マイナスの状態は

どういうことかといいますと、何もしないでステー

ジの上に立った時、マイナスがあるとすれば零があ

ってプラスがある訳ですが、プラスの状態というの

は大きくなってこれでもか、これでもかと舞台で熱

演をする。客席では舞踊に限らず主義、主張が凄け

れば王倒されて打ちのめされてわかったと云うこと

になると思います。零という状態にもしなるとすれ

ば、それは客席とステージの空間がある瞬間一緒に

なったということです。それからもう一歩進めて、

舞台がもしマイナスになって真空になり、稀薄にな

ったちどういうことになるか、客席の心はおそらく

舞台になだれ込むと思います。その状態にならなけ

ればダンサ【と云うか、舞踊家というか、ステージ

に立つ人間の本物にはなれないと云うことでした。

日本的な言い方にすれば無我の境地という言葉の置

きかえがマイナスつまり真空の状態かも知れません。

そうすると圧倒的に頑張って、国会の話しみたいに

相手がなんと云うとも、これは話さなければならな

いという状態は私から見ますとプラスに見えます。

それは仕事の上でも行き方にしても、もしかしたら

マイナスになって引くことではなく、自分を捨てて

と云いましょうか、己を虚して生き切れるかとのこ

とが背中合せと云うか、表裏というかと思わずには

いられないのであります。子供さん達をよくみます

と、無言のうちに大人達にしっかりしてというサイ

ンと云いましょうか、相手が無邪気な故に物凄い迫

力がありますので、出来るならば真すぐに育てたい、

そういうことを通して皆んながすぼらしい鶴岡を支

えて下さっている安心感のもとに仕事をさせていた

だいている感謝を込めましてお話しを申し上げた訳

でございます。無感動、無責任とか色々云われてお

りますが、我々が聞いた三無主義は無理、むら、無

駄をないようにしようということでした。三無がな

いように、もしすべてに向って行けるならば恐しい

ことと同時に凄いことだと思います。三無がないか

という指針をもてれば、これまたすぼらしい事では

ないかと思います。

貴重な時間をおききいただき大変ありがとうござ

いました。これで終りたいと思います。

（会長報告）
佐藤順治者

1．アメリカに留学中の伊藤久美さんよりお便りが



まいりました。内容を簡単に申し上げます。

久美さんは学校生活も半分終り、毎日大変元気

で過しているそうです。

学校で1月21日～24日迄、日本でいう中間テス

トのようなものがあり、テストの前々日に校長先

生に呼ばれ、「トライすることが大切なんだ」と

言われ、全教科のテストを受けましたが、その結

果、理数系は良かったが、心理学や劇は駄目でし

たとのこと。私の年末年始は最高に良い休暇でし

た。それは今迄ペンシルバニア州から出たことが

なかったのですが、「行きたい、遊びに行きたい」

と思っていたニューヨークに4回も行ってきまし

た。ホストの両親が連れていってくれました。パ

トリック教会、エンパイヤーステイトビル、国連

本部など、その他デパートにも行ってきました。

今は学校のドラマクラブの発表会も近づいており

ますので、その練習で歌ったり、踊ったりで大い

そがしです。また3月からはソフトボールの練習

が始まります。それに加って友達と一緒に頑張る

つもりですとのとこ。

2．本日は新入会員がありません。

実は本日3人の新入会員を予定しておりました

のですが、皆さんご都合悪く誠に残念です。先に

お知らせ申し上げました様に本日入会されますと

全世界を通じ、ロータリー入会100万人目に挑戦

することが出来、幸いに100万人目になりますと

この会員と推薦者は夫人同伴で来る6月に米国ネ

バダ州ラスベガスで開かれる国際大会に招待され、

祝賀会で来賓として過されることになっておるの

（幹事報告）　秋野　忠君
○会報到着→東京R．C、鶴岡西R．C

O認証状伝達式のご案内

第253地区河北R、C

日　時　61年4月5日（土）登録P．M13：00

ところ　河北町民体育館

第262地区長泉R．C

日　時　61年3月21日（金）登録P．M12：30

ところ　長泉町民体育館（静岡県）

○例会時間変更のご案内

酒田東R．C

日　時　2月20日（木）P．M6：00～

場　所　酒田産業会館

（委員会報告）

⊂面睦活動委員会〕 佐藤　　昇君

御案内申し上げてありますマージャン大会に多数

の方が御参加下さいますようお願いいたします。

（国際車仕委員套つ　高橋良土着

姉妹都市台中港区創立15周年記念の一環として別

紙要領により小・中学生の図画、書道合同展示会を

開催いたします。多数の方御応募下さるようお願い

（国際親睦活動委員⇒　塚原初男署

訪台準備委員会を恐縮ですが急に開催いたします。　ヽ－′

関係委員の方、御参集お願いいたします。

〔＿＿＿ス　マイ　亘つ

佐々木語彦君　　NHKテレビに出演いたしまし

たので。

丹下誠四郎君　1年2ケ月自愛の髭を剃り落し

ました。みなさんの御愛顧にお

応えしまして。また私の髭の為

に三井健君もスマイルをして下

さるそうです。

三井　　健君　　丹下誠四郎君のお髭談義のため

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C　　三浦正志君．井上　　彬君

米山奨学協力金　　　9，887円　　　　　＼｝／

（バイキング例会風景）
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漣員スピーチ〕
ロータリー創立記念日について

ロータリークラブは1905年（明治38年）2月23日

北米シカゴでポール・ハリス氏が3人の友人と最初

の会合を開いたのがロータリ【の発端であります。

第2番目のクラブが1908年（明治41年）サンフラ

ンシスコに誕生しております。

日本では1920年（大正9年）東京ロータリークラ

ブが誕生し、当時は全世界のクラブ数1，000クラブ

あったそうです。

1933年（昭和8年）　四つのテスト発表。

1934年（昭和9年）　初めて規定審議会を開く。

1935年（昭和10年）　ポール・ハリスご夫妻来日。

ロータリー綱領が現在の如くなる。

1947年（昭和22年）　ポール・ハリス逝去。

記念事業として財団奨学生制度実施。

以来、逐次発展に発展を重ねて現在に到っている

ところであります。

現在（昭和60年10月末現在）

世界のロータリーは　　159ヶ国

R．C．総　数　　21，763クラブ

ロータリアン数　　992，924人

日本のロータリ【は

R．C．総　数　　1，683クラブ

ロータリアン数　　97，536人

それで、創立81周年記念日の含まれる週、即ち2

月17日～23日までの1週間に100万人目のロータリ

アンが入会する予定だそうであります。R．Ⅰ．カドマ

ン会長による抽選に当選すれば、この前申し上げた

頗る付きの幸運に恵まれるわけであります。

ご承知のようにロータリーは人道的な奉仕を行な

佐　藤　順　治　若

い、あらゆる職業において高度の道徳的水準を高め

ることを奨励し、世界的親交によって国際間の理解

と親善と平和を推進するのが目標であります。

又、考えてみますと、四つのテストで職業人の襟

を正さしめ、3年に1回規定審議会を開催し、全世

界のロータリアンの英知を結集して、世代の流れに

適合した規定に改定するなどの外に、財団に依る数

多くの社会奉仕等々に暇がないのであります。

又、本年度において国際青少年交換として伊藤久

美さんがアメリカに留学し、ジュリーがイギリスよ

り来日留学するなども、世界平和に大いに貢献する

ものと思われます。

この様にロータリーは、本当に良い事づくめの行

事の連続で、世界に及ぼすその功績は図り知れない

ものがあると思います。会員皆様方のロータリーク

ラブに対する魅力もその辺にあるのではないでしょ

うか。

今後世界のロータリー人口が現在の約100万人よ

り更に増加し、200万、300万と増加して始めては

んとうの世界の平和が訪れるのではないでしょうか。

私はそう信じて疑いません。そうするには矢張り各

クラブの会員増強が最も大切なことと思われます。

当クラブも決して例外ではありません。皆様の絶大

なるご協力をご期待申し上げ、この辺で終らせて噴

きます。

〔会長報告）

1．訪台の件について

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／

佐藤順治者



先に出席委員会と国際親睦委員会と合同で訪台

準備委員会を構成し、鋭意その準備を進めて参り

ましたが、この度訪台決定者8名、予定者3名に

なりました。それで、準備委員会を解散致します。

準備委員の万々大変なご協力誠に有難うございま

した。ここに改めて厚くお礼を申し上げます。

さて、今度は訪台者及び予定者で実行委員会を

発足し、細部について協議することになりますの

で、実行委員の方よろしくお願い申し上げます。

2．円山喜一さんにお見舞いの件

昨日、かねて宮原病院に入院中の内山さんに行

って参りました。病名は糖尿病とのことで、もう

1ケ月間位たたないと退院は出来ないのではない

かとも言っております。本人は誠にお元気で、た

だ見る限りにおいては病人のようではなく、皆さ

んにもよろしくとのことでありましたので、ご報

告致します。

3．匹田良平さんが今月28日付で酒田営業所に転勤

することになりました。

4．ジュリーのホームステイの件

去る2月23日、鈴木正昭さん宅より若生恒吉さ

ん宅に引越しを致しました。鈴木さんには誠にご

苦労をおかけ致しました。

尚、若生さんこれからよろしくお顔い致します。

（幹事報告）　秋野　忠君
○会報到着→山形R．C．、山形西R．C．

0クラブ．アッセンブリ【のお知らせ

酒田R．C．

日　時　　2月26日（水）　P．M．6：30～

場　所　酒田産業会館

・j‾員妄報㌻・

〔旦旦旦亘を二）
NTT局長　田中鋳造君

（2月18目付けにて）

（親睦活動委貞盲つ
2月26日の親睦マージャン大会の連絡

〔杢車テ示哀話〕
・碓氷雅保君に会長より青年功労賞が贈られる。

・篠崎先生より碓氷君の活動報告。

（ス　マ　イ二空＿二）

碓氷節雄君　　むすこさんの青年功労賞のお礼

若生恒吉君　　ジュリ【、ホームスティの鈴木

さんに対するお礼。

（ビ　ジクエ」

鶴岡西R．C　　菅原隼雄君．八幡慶二君

木村有為君．長野正彦君

⊂ぉ　客　様）

鶴岡高専　インターアクト顧問教師

インターアクト顧問教師　　篠　崎　先　生

3　年　生　　　　　　　　碓氷雅保君
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（ゲストスピーチ〕

ジュリーのニッポン鶴岡印象記

日本ニクル前、日本ハヨ

クワカリマセンデシタ。ミ

ンナハ眼鏡ヲカケテイルシ、

ミンナハカメラヲ持ッティ

ルト思イマシタ。

ハジメ日本ニキタ時二、

タクサンノ事ヲ珍ラシイト

思イマシタ。タトエバ、玄

関ヂ靴ヲヌグコトヲイツモ忘レマシタ。西洋ノ家ト

クラベルト、日本ノ家ハ小サイデス。ソファハナイ

ノデ、タタミトザブトン二座リマシタ。タビクビ私

ノ足ハシビレガキレク。オフトンハ気持ヨイデス。

ヨク眠リマス。箸ヲツカウノハ楽シイデス。日本ノ

夕べモノハオイシイト思イマス。サシミ、カレ【ラ

イストラーメン大好キデス。納豆ハダメデス。

バミューダト鶴岡ノ天気ハズイブン違イマス。夏

ハスゴク署カッタデシタ。秋は紅葉ガトテモキレイ

ダックガ、去年ハ雨ガヨク降ッテ紅葉ヲ楽シメナク

テ全然デシタ。冬ニハ雪ヲ初メテ見マシタ。スゴイ

ト思イマシタ！雪ダルマヲツクリマシタシ、友ダ

チトー緒二雪合戦ヲシマシタ。雪ハキレイデスガ、

寒イデス。ソレデ春ガ早クキテホシイト思イマス。

桜ヲ見ルノヲ楽シミニシティマス。

鶴岡ハ小サイデス。ケレド、タクサン歴史的ナモ

ジュリー・エリザベス・マックレーさん

（バミューダからの交換学生）

ノヤ文化財ヤ催シ物ガアリマス。致道博物館ハ面白

イデス。昔、公園ニサムライノオ城ガアリマンタ。

ソレハ魅力的卜思イマス。羽黒山へ行キマシタ。楽

シカッタケド、英語ノパンフレッドガアリマセンデ

シタ。有名ナトコロデ外人モ行クトコロデショウカ

ラ、英語ノ準備ヲシテホシイト思イマス。

一度マリア教会ノ神父サンガコウ云ッタ。「鶴岡

ハ古イ日本デ、東京ハ新シイ日本」　ソノ考エハイ

イト思イマス。鶴岡ジンハスゴク優シイデス。鶴岡

デタピタビ着物ヲキタオバアサンヲ見カケマシタ。

イクニンカハ道路デ私二話シカケヨウトシテキマシ

タ。私ガジョウズニ話セナクテモ、シンポウ強クソ

キアッテクレマス。イツモ子供ハ私ヲ見ルト、「ア

ッ！　ガイジンダ！」卜云ク。ソレデ私モ彼ラ二、

「アッ！ニホンジンダ！」ト答エル。

学校デタクサン友ダチガイマス。日本ノ学生ハト

テモマジメダト思イマス。デモモウスコシ楽シムト

コロガアッタホウガイイト思イマス。タトエバ、卒

業式ノアト、ダンスヲシテ楽シムトカ、ソノタメニ

オ金ヲアルバイトデ稼グトカ、ナドナド。

学校ノコトヲ云エバ、日本語ハトテモムズカシイ

ト思イマス。文法ハズトブンチガイマス。タクサン

ティネイ語ガアリマス。タトエバ、英語ノコトバ

ttto giveIlハ日本語デハ亡やるゝlマタハItくれる〉ゝ

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



マタハttさしあげるいト云ウヨウニ、タクサン相手

二ヨッテチガイマス。漢字モスゴクムズカシイデス。

私ハスコシダケ読メマス。

私ハ旅行大好キデス。バミューダノ友ダチガ、私

二京都卜奈良ノ案内ヲシテクレマシタ。日本ノ文化

ハ興味ガアリマス。ソレデトテモ楽シカッタ。冬休

ミノトキ二鈴木サンタチト「緒二東京へ行キマシタ。

東京ハ大好キデス。イツモニギヤカデ、タクサン面

白イトコロガアリマス。

今、マイ金ヨウ日、生花ヲナラウシ、土ヨウ日ニ

オ茶ヲナラッティマス。トテモ面白イデス。

日本二来タノハヨカッタデス。コレバ素晴ラシイ

経験デス。

ドゥモ有難ウゴザイマンタ。

（会員スピーチ）

トーキング，86“若さでみつける世界の心〟報告

日　時　昭和61年2月9日

場　所　寒河江プラザホテル

主　催　寒河江R．C．

後　援　R．Ⅰ．第253地区青少年交換小委員会

園趣　旨

253地区内に来ている米国、豪州、フィリピ

ン、バミューダの交換学生10人に集ってもらい、

寒河江周辺の高校生180人と一緒に国際交流の

あり方、若者としての共通点、習慣、考え方な

どの相違点について素直に話し合ってもらう。

囲第1分科会　「若者達の生活【日本と海外」

アドバイザー　田中寒河江高校先生

司会者　　　渋谷一郎寒河江R．C．

バネラ【　　アメリカの学生　　　　3人

オーストラリアの学生　3人

囲第2分科会　「国際交流をすすめるために」

アドバイザー　山口山形大学先生

司会者　　　逸見寒河江高校先生

バネラ【　　アメリカの学生　　　1人

バミューダ（ジュリー）1人

フィリピン　　　　　　1人

オーストラリア　　　　2人

他に今回オーストラリアに派遣学生5人も参加。

ジュリ【が第2分科会に出席している関係で、

第2分科会で提起された一部を報告します。

直上留学生より

○外人と云われたくない。日本にいると見せ物

若　生　恒　吉　君

になっているような気になる。

○日本の学生には個性がなく、親や先生、社会

に頼り過ぎているし、又親ばなれ、子ばなれ

がしていない。

○制服だけなので、外から見ると黒一色なので

葬式みたいである。（アメリカの学生）

○但し、バミューダ、フィリピン、オーストラ

リアには制服はある。

○日本に来る時には日本の情報がほとんどなく、

何の予備知識もなかったので、もっと日本の

現状を外国に伝えた方が良いと云っていた。

医］日本の学生より

○国際交流の障害になっている一番の原因は、

言葉が日本語だけなので、色々な所で英会話

の出来る機会を多くしたい。

○日本の学校はあまり型にはまり過ぎて個性が

だせない。

○制服は安上りだから大変よい。

囲　日本の学生のアンケ【トより

設問6　どうすれば国際理解が進むと貴方は考

えますか。

○海外の情報をTV等で流す　27％

○交換学生を増やす　　　15％

○海外旅行を奨励する　　　14％

設問7　どうして日本人は国際性がないか、原

因は？

○日本は島国だから 30％



○無関心な人が多い　　　　26％

○国際理解の教育をしていな

いから　　　　　　　　　　15％

設問10　貴方はロータリークラブを知っていま

すか。

スキ　ー旅行の　こ　と

○名前は知っている

○よく知らない

○全然聞いたこともない

○良く知っている

持ち時間が少ないので、スキーのエピソードを2

つばかり。

藁　スキー場ではリフトに乗る。1人乗りはつまら

ぬが、2人乗りは知らぬ者と一緒になれて楽しい。

体育大学の男の学生と一緒になったことがあった。

「おじさん、いくつになるのですか？」「もう還

暦だよ」「聞いたことばだが、何才のことですか

？」　私は、こいつ、還暦も知らんのかと、若者

に対して優位に立つ思いだった。すると彼は「お

じさんの年になるまで、ぼくはあと40年スキーが

やれるんだなあ」と云う。私はギャフンとした。

（ああ、この学生は20才か。俺の20才は鉄砲かつ

いで、好きなことが出来ぬひどい生活だった。こ

んなに楽しいスキーで青春を楽しんでいる。それ

に較べて俺は、わが青春あやまてり）

（会長報告つ
佐藤順治者

1．田中錦造さんの所属委員会を会報委員会にお願

い致します。

2．訪台の日程が決定致しましたので、なるべく多

数ご参加願います。

3．鶴岡西R．C．創立20周年記念式典（4月25日）に

なるべく多数ご参加願います。

〆切は3月20日迄です。

4．鈴木正昭さんはこの度、新潟ダイエーに栄転致

します。

（幹事報告）

○鹿児島R．C．より会報到着

秋野　忠君

津　田　晋　介　君

過ぎし私の青春は戻らない。しかし、戻ったよ

うな気持ちで、これからも彼に負けないように、

ウインター・スポーツに励もうと思う。

蛮　天元台スキー場で、若者のグループと相宿をし

たときのこと。聞けば学生だという。学校が休み

でもない季節にスキーに来ているのをなじってや

りたい気になった。

「学生時代は王様ですよ。就職すれば独身のう

ちは貴族、でも結婚してしまえば平民になり、子

供が出来るともはや奴隷ですよ」と一人が云う。

若者は若者なりに考えている。（就職してしまえ

ば、こうしてスキーを楽しむことは出来なくなる。

今のうちに大いに滑って、社会に出ていく心の準

備をしているのだなあ）と、私は感心した。

〔親睦活動委員会）
佐藤　　昇署

親睦マージャン大会（2月26日）の成績

優　勝　佐藤　　衛君

準優勝　中沢　　潔君（西R．C．）

一　位　松田　士郎君

二　位　板垣広志君

三　位　新穂光一郎君

会員誕生（3月生）

飯野準治君．小松廣穂君

加藤和一君．中野清吾君

佐藤　　昇君．佐藤　　忠君

鈴木茂男君．手塚林治君

若生恒吉君．山川久喜君
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奥様誕生（3月生）

早坂保江様．石川徳江様

板垣地永子様．嶺岸豊子様

松田照子様．皆川直子様

佐藤晴子様．高橋多恵子様

高田紀子様

師⊃
〇年間皆出席

13年間皆出席　　板垣俊次君

10　　　　　　　迎田　　稔君

8　　　　　　　川村徳男君

1　　　　　　　飯野準治君

02月100％出席　50名

秋野．阿蘇．阿部．張．藤川．早坂．布施．飯

白．石井．石川．石黒．板垣（俊）．市川．飯野．

川村．小池．小松．皆川．塚原．忠鉢．三井（貿）．

三井（健）．嶺岸．迎田．諸橋．松田（貞）．松田

（士）．中江．斎藤（隆）．佐藤（忠）．佐藤（傾）．

佐藤（衛）．佐藤（友）．新穂．菅原．鈴木（善）．

鈴木（弥）．佐藤（隆）．庄司．碓氷．佐々木．斎

藤（昭）．白坂．高橋．丹下．富樫．山川．若生．

（雑誌委畠亘〕　斎藤　昭君

毎月発行の雑誌「ロータリーの友」3月号の内容

紹介

≒　3月スピーチ予定：

03月11日　成熟市場で躍進する4輪駆動車

布施隆夫会員

03月18日　始動する庄内空港

庄内空港対策室　加藤幸七氏

03月25日　世界の農業と日本（スライド）

山大教授　土屋功位氏

⊂享二±＿」＿亘〕

丹下誠四郎君　　バーテンダー協会庄内支部長に

再任。

小池繁治君　　末娘が高校卒業。

佐藤　　衛君　　親睦マージャン大会に優勝。

松田　士郎君　　同じく1位。

碓氷節男君　　荘内日報に有望企業と紹介。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C．　井上　　彬君

山形西R．C．　寺島　　愛宕

山形南R．C．　茨木隆夫君

＃十・十◆・十一十　　一ヰ一・

ヰ　ロータリー教室㈹
◆・十・ノJ∴・■よ．‥

（情報抄録より抜率）

手をさし伸べなければならない人

社会奉仕は、私達のクラブの最高の広報と言えま

す。入念に企画された奉仕プロジェクトは必ず所期

の目的以上のものを達成します。なぜなら、プロジ

ェクトは、地域社会の若い人にロータリーの重要さ

を広報するからです。この若い人達は、いつか私達

のクラブに参加するよう要請されるかもしれません。

私達が奉仕し続けるためには、若い人に手をさし伸

べなければなりません。さらに、プロジェクトを完

了するたびに、プロジェクトは、私達が何を成し遂

げ、何をしていないかを示す目安となります。

青少年と協力

青少年と緊密に協力すると、地域社会の将来の繁

栄が保証されますが、それだけではありません。青

少年を明日の市民指導者として訓練すると、青少年

もまた、私達が今日の地域社会の意向を診断するの

に協力してくれます。
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（垂互三∃⊃
成熟市場で躍進する四輪駆動車

市川プログラム委員長よりお話があり、私共の会

社が庄内地方で高いマーケットシェアをあげ、スバ

ルのメーカーである富士重工業㈱より最高の賞であ

るダイヤモンド賞を連続5年、本年はスバル特約店

の中で全国1位で受賞したことで、自動車に関する

話をせいとのご連絡を頂きました。この受賞は全国

65社の間のことでして、他さんの大きな系列とは違

い、狭い世界のことですのでご辞退申し上げたので

すが、よく考えてみますと、地元の皆様に可愛がっ

て頂いたおかげであり、特にロータリークラブの大

勢の皆様にご愛顧を賜わっているおかげであります

ので、やはり皆様に御礼を申し上げる機会でもある

と思いまして、厚かましくも出て参った次第です。

つきましては、最近の自動車販売状況の中より、

「成熟市場で躍進する四輪駆動車」についてお話を

申し上げ、皆様の何かのご参考になればと思う次第

です。

さて、私どもが庄内地方で皆様にご愛顧賜わって

いるのは何かと申しますと、厳しい冬の環境の中で

も安心して乗っていただき、皆様の足となり、また

ご商用のお供をする四輪駆動車（4WD）を昭和47

年から発売し、現在は取扱車種のすべてに4WD車

が勢揃いしていることが大きな要因ではないかと思

います。もっとも、その前にFF串（前置エンジン

布　施　隆　夫　君

前輪駆動）を昭和41年に、他さんより非常に早く開

発し、この事が雪道に強いとの定評を頂いた歴史は

ありますが、今日ではお客様の層が広がり、若い女

性の方やら奥様方も雪道で運転するとなると、やは

り4WD車が安心と言われているのが特徴でありま

す。（注：4WD＝4WHEEL DRIVE）

ここで、昭和60年（1～12月）における国内販売

台数を見ますと、小型車381万台（前年比1．6％増）

軽152万台（同4．8％増）合計534万台（同2．5％

増）でしたが、その中で4WD車が小型車で15万4

千台（前年比3万台増、24．1％増）、軽32万4千台

（前年比2万4千台増、8．3％増）、4WD車合計

47万7千台（前年比5万4千台強増、13％増）と

伸びを示し、50万台市場に迫る勢いを見せました。

特に最近の傾向は5年前に青森、山形、新潟、富

山、長野など積雪、山岳地帯を中心に4WD車比率

が高かったものが、現在は全国的に4WD車比率が

上昇しており、なかでも東京、神奈川、静岡、愛知

大阪、兵庫など雪、山岳とはそれほど関わりのない

大都市圏でも4WD車比率が大幅にアップしてます。

つまり、これまでの地域商品、季節商品、一部のマ

ニア向け商品ではなく、あらゆる使用条件のもとで

二輪駆動車（2WD車）に勝っていることをお客様

が認識し始めたと思われます。

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



次に、4WD車の特徴を申し述べてみたいと思い

ます。自動車はエンジンで発生した動力を車輪に伝

えて動くのですが、その動く車輪が前輪のみまたは

後輪で、残りの車輪はついて行くのが普通の形式で

二輪駆動車といいます。ところが、悪路とか積雪地、

凍結路でとても走れないとか、スリップして動けな

いとかになることがありますが、そのときに四輪駆

動車は全輪にエンジンの動力が伝えられますので、

すべての車輪が力を出すことによって路面に対する

摩擦力が増加して動けるようになります。その能力

差は二輪時1に対して四輪時4．5の能力を発揮する

と云われております。（運転の技術や路面の条件差

はあります）このような悪路や積雪路だけでなく、

最近は車の基本的性能である「走る」「曲がる」「止

まる」についても四輪駆動の優れている点があげら

れています。

「走る」　急発進でも四輪で駆動するので駆動輪

スリップがなく、スタートダッシュがい

い。直進性がよく、特に高速走行時に効

く。

「曲がる」　カーブで遠心力により外側に引ぼられ

る力に強い。二輪駆動車では急旋回時に

後部が流れ出す危険がスピードを出して

いるときにありますが、それが少い。

「止まる」　急ブレーキを踏んでも、まっすぐに最

短距離で止まれるので安全。四輪が機械

的につながっているから一輪ロックがな

い。仮に一輪がロックしようとしても三

輪が回してしまうので尻振りやスピンが

ない。できれば急ブレーキは踏まない方

がいいのですが、しかし、とっさの時は

急ブレーキを踏むのが人間の心理です。

問題はその結果としてよくある道路上に

残された急ブレーキのタイヤ跡です。蛇

行しながらガードレールか対抗車線に突

込んでおります。このようなとき四輪駆

動ですと、四輪に均等に制度力がはたら

くので、まっすぐに止まれるし、制動距

離が短かくなります。スバルのテストド

ライバーはその体験から安全が30％高い

と云っております。

四輪駆動は路面の悪いときだけ使うものと思われ

ておりますが、舗装路、乾燥路、高速道路でも使う

べきだと思っております。四輪駆動にしても燃料消

費は変りませんし、タイヤの減りも四輪に駆動力が

分散されるので少くなります。四輪駆動のよさは安

全性ばかりではありません。

次に、四輪駆動車発展の足どりについて簡単にふ

れてみます。

四輪駆動車はもともと二輪駆動車では不足がちな

駆動力の向上を狙って開発され、車の可能な限りの

運動特性、動力性能の追求から生れました。

1902年（明治35年）オランダの「スパイカー4

WD」やアメリカ、イクリヤで同様の高速を競う車

として開発されましたが、エンジンの出力や、タイ

ヤの開発が進んで、四輪駆動でなくても十分に性能

が発揮できるようになりました。

一方、悪路走行用として1903年（明治36年）に

オーストリアで装甲車とトラクターが専用の最初の

4WDと云われております。その後第1次、第2次

大戦で軍用の4WDが開発され、1940年（昭和15

年）にアメリカでIt地獄へ落ちても帰ってくるよう

な車い　としてジープの原形となった4WDを完成さ

れました。

そして、今日の発達した自動車社会に再び四輪駆

動車の気運が盛り上がってきているわけですが、そ

の新しい4WD技術に昭和47年スバルが挑戦して、

小型車バンタイプの四輪駆動車を送り出しました。

その事は悪路用ではなく、高性能と乗り心地に重点

を置いたものでした。開発のヒントは東北電力さん

が従来のジープからバンタイプの4WDにしてオー

ルシーズン使用可能なものとのご要望でした。中島

飛行機㈱の後身である富士重工業㈱の元飛行機設計

者である技術者達はこの話に飛びつき、新しい時代

の4WDを開発し、それ以来他社にない独創性の高

い車造りに章念し、軽貨物車、乗用タイプ、リッタ

ーカーと4WD機構をいち早く搭載し、積極的に市

場に投入してきております。

＼ヽ′′



この近年は各社さんとも4WD車を発売され、ま

た外国メ【カーからも出されておりまして、全世界

的に「高速乗用4WD」時代に入りつつあります。

では、最近の4WDの発展の背景についてですが、

（1）FF（前エンジン前駆動）の技術が確立して、

前輪駆動の価格、振動、重量、スペース、信頼

性、生産性の諸問題が解決し、4WDの商品化

が可能となった。

（2）モータリゼーションの進展、成熟化に伴い、

季節や気象条件、地域環境にかかわらず強力で

安全且つ快適に使える交通手段に対する要望が

、／

高まった。

（3）ライフスタイルが、個性化、多様化するとと

もに、購買力も増して、4WDが購入対象車種

にあげられるようになった。

（4）ェンジンの高出力に伴って2WDの実用域を

超えるようになった。

等があげられます。

以上、最近の四輪駆動車状況についてお話し申し

上げましたが、拙い、まとまりのない話しになりま

したことをお詫びして終りといたします。

〔学長報告）
佐藤順治宕

1．匹田良平さん退会の件

匹田さんは昭和59年4月に入会されたのでした

が、その後クラブ運営については何かとご協力を

噴きまして、ほんとうに有難うございました。

今回惜しくも酒田営業所に転勤ということになり

ましたが、酒田に行かれましてもお身体に充分気

をつけられ、ご活躍下さいますようお願い致しま

す。後程ご挨拶をお願いします。

2．鶴岡西R．C創立20周年記念式典になるべく多く

の方の出席をお願い致します。締切日（3月20日）

も迫っておりますので、本日中意志表示をして頂

ければ大変有難いと思います。

3．訪台の件

誠に謡い様ですけれども、締切日（3月末日）

も迫っておりますので、よろしくお願い致します。

尚、実行委員会委員長を秋野幹事さんにお願いす

ることに致しました。

4．かねて宮原病院に入院中の内山善一さんが昨日

無事退院されました。近日中には例会にも出席す

ることと思われますのでご報告申し上げます。

し里．旦＿里．亘⊃
秋野　　忠君

○会報到着→東京R．C、鶴岡西R．C

O例会変更のお知らせ→遊佐R．C

日　時　　3月18日　P．M．6：30

場　所　富　士　屋

○ロータリーレートの変更→1986．4．1～1＄180円

（退会の亘項⊃
匹田良平署

この度酒田へ転勤を命ぜられまして退会する事に

なりました。昨年の夏以来体調が思わしくなかった

為に、色々とご迷惑をお掛け致しました事を心から

お詫び申し上げます。2年たらずの短かい期間でご

ざいましたが、私にとっては一生忘れる事が出来な

い楽しい思い出がたくさんございますし、色々と教

えられた事、勉強させられた事もいっぱいございま

した。たくさんの万々とお付合をさせていただき心

から感謝申し上げますと共に、今後共よろしくお願

い致します。後任者も寒河江の万から参っておりま

す。近いうちにお仲間に入れていただきたいと思っ

ております。私に対する以上のご厚情を賜わります

ようにお願い致します。長い間の友情を心から感謝

致します。有難うございました。

次年度会長・幹事研修セミナーに出席して

去る8日（土曜日）次期会長・幹事研修セミナー

山口篤之助署

が米沢ホテル．サンルートで行われましたので、ご



報告致します。

松田次期幹事の運転する奉に便乗し朝8時出発。

晴天に恵まれ気温もぐんぐん上り、4月頃の陽気で

した。国道112号月山越え、朝日連峰の雄大な雪景

色を眺めながら新緑も良し。紅葉も良いが又格別の

風景でした。米沢には11時10分頃着きました。

12時30分より登録開始、午後1時松永ガバナー

の点鐘によって開会されました。全体会議での九里

茂三ガバナーノミニーの挨拶の要点を申し上げます。

始めに、ガバナーノミニーに指名されてからの心境

を語られ、受身の生活からは何も生れはしない、切

角のチャンスを捨身で受けなければならないと思う

ようになったと話されました。又、国際協議会での

感動した事は、R．Ⅰ．会長を頂点とする幹部の方々の

「壮大なる奉仕の夢」を肌で感じとる事が出来た事

だそうです。特に世界の平和と幸福の為にあらん限

りの力を結集しようと呼びかけるスピーチと、具体

的な提案に私の心を未来への限りない前進と云う人

間の理想に結びつけてくれましたと語られました。

又、地区組織としてロータリー情報、広報委員会

の拡大を計画して、会員の参考になるような情報を

出来るだけセレクトして、勉強に役立たせてもらい

たい。その意味で広報活動の拡大の為に、分区代理

の補佐役である広報委員をお願いし、クラブ会長・

幹事共々お骨折りを願いたい。

第二の着眼として「高令者への心づかい」につい

て、日本は高令者人口が急激に増加し、世界でも類

を見ない高令者社会が予測される。各クラブが何ら

かの企画を取り上げられることを提案され、地区大

会でもディスカッションを計画されるつもりだそう

です。

第三に国際理解を求める青年たちへの奉仕として

G・S・E計画を第676地区から受入れ実施し、出来

るだけ経費をかけないようにホームスティーを原則

として、永い友愛の絆をより合せたいと考え、G・

S・E委員会の密接なチームワークによって成功させ

たいと云われました。

14：10一一15：30分科会　　　　マットカバラス

リ【ダー　　　九里茂三ガバナーノミニ「

アドバイザー　松永輝彦ガバナー

R．I．会長M．A．Tカバラスの紹介があり、

フィリピン出身　マニラロ【タリークラブ会員

R．Ⅰ．テーマ　「ロータリーは希望をもたらす」

1986～1987年度会長プログラムによって、地区

ガバナートR．Cは特別な方法で希望をもたらす機会

に恵まれます。次の6つの目標の円4項目を達成し

たロータリークラブに贈られる。

1．会員を3％純増せよ。退会による減少を10％

と考慮に入れると、13％の全体的増加が必要で

ある。

2．新ロータリークラブのスポンサーとなる事。

3．職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕において、一

つの新奉仕プロジェクトを始める事。

4．地区協議会にはクラブ会長・幹事が参加する

事。

5．地区大会に於ける出席会員数を昨年より10％

上廻る事。

6．ロータリー財団の寄附を昨年より10％増える

事。

以上の項目を是非実行してもらいたい。

又、G・S・Eの受入れについて、9月末には受入

れをしたい。山形空港から山形空港でお帰り願いた

い。前半は福島県いわき、郡山、福島と会津、年次

大会をはさんで山形地区と庄内地区とを廻る予定。

他、全体会議とだぶる事もありますので省略し、

以上申し上げます。九里先生は学校の先生だったの

で、大変お話、いや講義が上手でわかり易く教えて

くれました。

アドバイザーの松永ガバナーは、ノミニーの国際

協議会の出席の労をねぎらわれ、次期会長は地区協

議会の為にも早々に勉強される様強調されました。

⊂互二三∃二つ亡）
塚原初男君　訪台準備委員長より秋野実行委

員長へ無事引継ぎ出来たので。

秋野　忠君　訪台実行委員長に選任されたの

で。

藤川享胤君　米国はり7週間ぶりに無事帰国

出来たので。

笹原桂一君　　3女奈津さんが大学合格したの

で。（津田塾．聖心女子．東京

女子）

＼＼ヽ／
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（ゲストスピーチ⊃

始動　す　る　庄　内　空　港

私は、鶴岡の企画調整課
より庄内空港対策室に派超
されております。57年以来

空港関係に携わっておりま

す。

皆様のご協力により、よ

うやく去年の12月に運輸省

の許可により一歩前進致し

ました。加藤長官を始めと
して、地元の先生方の超克

派で国に運動をされたお力のお陰と思っております。
これからは、地元の地権者対策が一番重要な事であ

ります。一歩一歩ご理解をいただき、同意を得たい

と思っております。

お手元の空港パンフレットを参考にしていただき、

位置についてははぼ決定すると思います。57年以降
の気象調査や保守管理、漁業保障、防風林等との関

係でこの位置に決定される見通しであります。

又、酒田・温海線は地下道になる予定であります。
又、滑走路は2，000mで計画され、幅は300mの

予定です。又、乗の万は東北横断道路の関係で延ば

す事は出来ません。ジャンボ機は無理ですが、中型
ジェットは充分可能です。お手元の資料を参考にし

ていただきたいと思います。

庄内空港の完成には何んと云っても、地元の地権

庄内空港対策室　加　藤　幸　七　氏

者の協力が一番必要な事です。基本計画では121加
の中に150名の地権者がおり、そのうち浜中地区は

70名、鶴岡地区は50名、その他は三川地区等となっ

ております。150名の方々の同意書が必要でありま

す。地権者に対しては、価格提示、代替地、防風林

対策等を説明し、一軒一軒協力をお願いしておりま

すが、一部難航を致しております。なお要望事項は

浜中地区より65、鶴岡地区より30項目あり、遂次解

決するため鶴岡市長は、臼から現地に行き対策を講
じております。もちろん酒田地区も大変努力してお

りますが、一部難航をしているところもあるようで

す。何んと云っても地元地権者の同意が一番必要で

あります。なお、これからのスケジュールは、3月

中に同意書を取りつける予定でしたが、最終的には
5月末までに同意書が得られませんと、折角の国か

らの予算が施行する事が出来ない状態になります。
その後運輸省に申請し、3ケ月間の調査が必要であ

り、又、その後1ケ月間の政令関係も必要であり、

最終的には11月には着手しなければ、来年以降に長

引いてしまうおそれもあります。伺んとしても地元

地権者の同意が必要であり、これなくしては庄内空

港の完成はあり得ません。
庄内空港の早期実現に向けて皆様方の絶大なるご

協力・ご支援をお願い申しあげる次第です。

（＿室＿卓二撃．垂つ　佐藤順治者
1．退会者について

日本生命の小林敏夫さんが、この度東京にご栄

転だそうであります。小林さんは昭和58年4月に
入会致しました。以後、今日に至るまで約3年間
の間、クラブ運営については大変なご協力を頂き

誠に有難うございました。尚、新任地に行かれま

したら、お身体には充分気をつけられ、ご活躍して

下さい。後程ご挨拶をお願い致します。

又、鈴木正昭さんは新潟のダイエーにご栄転だそ
うであります。鈴木さんは昭和59年9月に入会され
ておりますが、今回の交換学生のジュリーさんを3
ケ月間お世話下さいましてほんとうに有難うござい

ました。新潟に行かれましたなら、小林さん同様お

身体には充分気をつけられて頑張って下さい。

あなたが鍵です－会員増弓卸こご協力を／



2．G・S・E、木村日出夫君について

木村君は4月9日（水）夜出発で東京に向い、

東京で5日間語学の研修を行い、16日成田空港を

出発だそうであります。テネシー州で6週間の研

修を実施し、その後1週間の自由行動の上、6月

帰国の予定になっております。

木村君にはご健康に充分気をつけられて、実り

ある研修の成果をお土産に、お元気でお帰りにな

りますよう、お待ちしております。

⊂垂二享二転互二）秋野　忠君
○認証状伝達式のご案内

第254地区むつ中央ロータリークラブ

日　時　昭和61年5月18日（日）

ところ　　下北文化会館

第253地区河北ロータリークラブ

日　時　昭和61年4月5日（土）

ところ　河北町民体育館

くわしくは事務局へおたずね下さい。

○鶴岡西ロータリークラブの20周年記念式典には多

くの会員の皆様の登録、参加をお願い致します。
○訪台参加の〆切迫る。

姉妹クラブとして多くの会員参加で祝いましょ

う。

アメリカ研修旅行について

木村日出夫君

皆様のおかげで4月9日に鶴岡を出発し、東京で

5日間語学研修を行なった後、第676地区のテネシ
ー州の西部に研修に行って参ります。

前回交換学生の時に行ったオハイオ州にも1週間

ぐらい立ち寄って、学校及びクラブも訪問して、6

月5日頃帰国の予定です。

今まで福島の人達とも4回程研修して、ロータリ
ークラブの概要が多少理解出来たと思っております。

これを契機に仕事にも励みたいと思っております。

これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。

（二亘二互二亘二重二）小林敏夫宅
3月25日付で東京の本部に転勤になりました。58

年の4月に鶴岡に来て3年間皆様に大変お世話にな

り感謝申し上げます。

又、後任者も鶴岡に参りましたら、皆様のおゆる

しを頂きましたら、ロータリークラブに入会させて

いただき、皆様のお役に立ちたいと思っております。

3年間大変お世話になり有難うございました。

鈴木正昭看

皆様のお仲間に入れていただき、幸せな鶴岡での生

活を送る事が出来ました事を深く感謝申し上げま弟

又、留学生や二桁会等いろいろな人とのつながり

が出来、自分自身も一辿り大きく成長させていただ

いたと思っております。

又、後任者もロータリークラブに入会させていた

だきたく、よろしくお頗い申し上げます。

永い問本当に有難りございました。

⊂垂直を夏至二）松田貞夫署
1985～1986出席率表

1 月 2 月 �7 14 21 28 4 18 25 � 

鵡 � 

⊂むヱ」耳
笹原桂一君　長男泰君が鶴岡南高校に合格。
阿部与十郎君　孫が早稲田大学の高校に合格。

佐藤元伸君　長男が新潟大学の工学部の情報
工学科に合格。

関原亨司君　漁船海難遺児を励ますチャリテ

ィ．コンサートの協力をお願い。

⊂亘＝∈互≡：）
立川R．C．　　滝　　　禅

鶴岡西R．C．　佐 藤
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〔ゲストスビラつ

世　界　の　農

1968年に文部省在外研究

員に選ばれ、3ケ月間欧米

各国を視察したが、この旅

行で1人旅の要領と楽しみ

を覚え、その後はせっせと

貯金して一定額に達すると

未知なる地域に出かけ、こ

れまで延べ11ケ月、35ヶ国

を訪問した。

本日は短時間の講演なので、ほんの一部を御紹介

します。

米国のカリフォルニアでは稲作、果樹、トマト収

穫などを見学した。トマトの大型収穫機には10～15

人ほどの作業員が乗っているが、これらはベルトコ

ンベアで運ばれてきたトマトの不良品を手で除くの

が役目である。1戸で300舶位栽培している。この

収穫機を開発するため、先ず始めに機械収穫に適す

るトマトの品種改良を行ったそうだ。農家の人達は

日本のトマト消費量に関心を持っていた。

カナダの中央にあるサスカチェアン州は小麦の大

生産地であるが、ここでは東西南北に10丘乃間隔で道

路が建設されてある。南北の短い方でも地図で調べ

たら500丘潤の直線距離である。この道路に囲まれた

1区画が1万ねで、この中には10～20戸の農家しか

業（スライドを使って）

山形大学農学部教授

土　屋　功　位　氏

ない。最初は大型機械を駆使しての耕作に感心した

が、やがて1日中がたがた揺れるトラクタに乗って

いるのは大変なことだと思うようになった。

巨大農業といえばオーストラリア東部の農業地域

は、1人で1，000加位の経営面積も珍しくない。兄

弟2人で3，000加の農家の例を紹介したい。半分は

畜産で肉牛を放牧している。子牛の分娩時に難産し

ている牛の世話をする他は全くの野放しである。丁

度小麦の収穫中で、機械を止める時間が惜しいから

と運転席で話を聞かされた。6メートル刈巾のコン

バインで1日40わを収穫する。2人で800αだから、

500加の面積も1週間足らずで処理する。紅花は山

形県の特産だったが、この地帯では1戸で300如位

栽培している。ここの農家の人達からは、日本は牛

肉に関税をかけているそうだが、もっと自由に買っ

て欲しいという話を聞かされた。

また、ニュージーランドは人口が300万で、羊が

6，000万頭、牛が900万頭もいる畜産国であるが、

今はかつての宗主国である英国がEEC加盟でここ

の農産物を全く買ってくれなくなった。そのため日

本が最大のターゲットだということで、パーマスト

ンの酪農公社研究所では日本人の好みにあったチー

ズの味などを研究していた。

とにかく今の日本は世界中の食糧を輸入して飽食

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



の生活をしているが、このような状態がいつまで続

けられるかが問題である。地球上の人口はこの100

年間で約15億から47億に増加した。これ以上の人口

を公平に養うのは可能かどうか。マスメディアの発

達で全世界の情報が瞬時に知られる時代になって、

僅かに1．2億の日本人だけが今のような物の豊かさ

を享受してよいものかどうか、お互いに反省すべき

時であると考える。

（会長報告）
佐藤順治署

1．山下和子さんに感謝状を贈ります。

山下さんは大変永い間当クラブの為に協力して

くれました。ロータリーの事でわからないことが

あれば山下さん、又、ロータリ…の事でやっても

らいたいことがあれば山下さん、ということで、

なんでもお願いをして今日に到ったのでございま

す。ご本人は今日の例会が最後であります。今日

は皆さんを代表して感謝状を贈ります。

感　　謝　　状

山下和子殿

昭和41年より今日に到る20年間の永い間、

鶴岡ロータリークラブの事務局として、煩

雑多様な業務にご尽力されて、クラブ運営

に貢献して下さいました功績は誠に顕著な

ものでありました。

昭和61年3月25日

鶴岡ロータリークラブ会長

佐　藤　噸　治

2．鶴岡西R．C創立20周年記念式典への参加者は40

名になりました。ご協力有難うございました。

3．次回例会日は4月1日であります。11時30分よ

り定例理事会を開催致します。理事の方ご出席お

願いします。

（幹事報告）
秋野　　忠君

○認証状伝達式のご案内

第271地区岩国中央ロータリークラブ

と　き　　昭和61年6月14日（土）

ところ　岩国市民会館

○創立10周年記念式典のご案内

第253地区相馬東ロータリークラブ

と　き　昭和61年4月13日（日）

ところ　相馬市光陽会館

⊂室＝互∃二重二）

佐々木霊彦君　息子が駒沢大学を卒業して、こ

れから1年間永平寺に入山して

修業。

松田士郎君　　長女が短大、二女が南高校へ入

学しました。

（ビ　ジ　タ＿二二」

鶴岡西R．C　　佐藤　拡君．石黒慶一君

児玉光弥君

＼－、ノ



1986～1987年度　鶴岡R．C理事・役員・委員会名簿

理　　　　　　　事 �山口篤之助（会長）市川嘩雄（副会長）吉野　勲（会長エレクト） 
庄司嘉男・布施隆夫・中江　亮・塚原初男・佐藤傾治（直前会長） 

理　　事　　会 �山口篤之助（理事会長）市川嘩碓（理事副会長） 
吉野　勲（理事会長エレクト）庄司嘉男（理事）布施隆夫（理事） 
中江　亮（理事）塚原初男（理事）佐藤噸治（理事直前会長） 
松田士郎（幹事）風間真一（会計） 

役　　員　　会 �山口篤之助（会長）市川輝雄（副会長）吉野　勲（会長エレクト） 松田士郎（幹事）風間真一（会計）佐藤陸男（S・A・A） 
板垣広志（副幹事） 

常　任　委　員　会 �特　　　定　　　委　　　員　　　会 
委員会名 �委員長名 �■　委　　　　　　　　　　　員 

クラブ奉仕 （理事）市川嘩雄 �S　・　A　・　A �佐　藤　陸　男 �斎　藤　　昭．常　深　通　則．碓　氷．節　雄 

出　　　　　席 �佐　藤　　＿衛 �手　塚　林　治．平　出　統　一 

職　業　分　類 �板　垣　俊　次 �黒　谷　正　夫．飯　白　祐　倍 
（3－1） �（3－2）　　（3－3） 

ク　ラ　ブ会報 �加　藤　　　賢 �若　生　恒　吉．高　田　耕　助 

親　　　　　睦 �藤　川　享　胤 �松　田　貞　夫．中　田　敏　和．関　原　亨　司 

雑　　　　　誌 �白　坂　　　久 �鈴　木　善　作．諸　橋　政積 

会　員　選　考 �小　松　広　穂 �津　田　晋　介．中　野　清　書 

会　員　増　強 �斎　藤　庄　治 �阿部与十郎．嶺　岸　光　吉．板　垣　広　志 

プ　ロ　グ　ラ　ム �飯　野　準　治 �■小　池　繁　治．川　村　徳　男．加　藤　和　一 

広　　　　　報 �坂　本　耕　一 �本　山　　弥．田　中　錦　造 

ロータリー情報 �新　穂　光一郎 �張　　紹　淵，斎　藤　　隆 
（3－1） �（3－3）　　　（3－2） 

職業奉仕 （理事）庄司嘉男 � � �富　樫　艮　吉．一佐　藤　友　吉．吉　野　　勲 

社会奉仕 （理事）布施隆夫 � � �佐　藤　　昇．早　坂　徳　治．佐　藤　元　伸 

国際奉仕 （理事）中江亮 �国際青少年交換 �佐々木　詰　彦 �三　井　賢　二．笹　原　桂　一．高　橋　良　士 
ロータリー財団 �手　塚　　　拓 �鈴木弥一郎．玉　城　俊　一 

米山奨学会 �三　井　　　健 �上　野　三　郎．石黒慶之助 

世界社会奉仕 �佐　藤　　　忠 �三　井　　徹．佐　藤　噸　治 

国　際　親　睦 �石　川　寿　男 �内　山　喜　一 

青少年奉仕 （理事）塚原初男 �青　　少　　年 �迎　田　　　稔 �鈴　木　茂　男．秋　野　　忠 
（3－3） �（3－2）　　（3－1） 

インターアクト �皆　川　光　吉 �菅　原　辰　吉．石　井　敬　三．丹下誠四郎 

ローターアクト �山　川　久　喜 �阿　蘇　司　朗．忠　鉢　　徹 

備　　　　　　考 �バストガバナー　石　黒　慶之助 地区委員　　国際奉仕委員会国際青少年交換小委員会　　新　穂　光一郎 
GSE特別委員会国際親善活動小委員会　　藤　川　享　胤 



（ロータリアン必携より抜草）

ロータリーとはなにか

ロータリーとは、ひとくらでいえば、世界最初の

奉仕クラブ組織です。説明のしかたはいろいろあり

ますが、組織としてみたロータリーとは、ロータリ

ー・クラブの連合会です。世界各地のロータリー・

クラブが集まって構成されている連合会は「国際ロ

ータリー」とよばれます。すべてのロータリー・ク

ラブは、この国際ロータリーの会員です。そしてロ

ータリアンとは、各ロータリークラブの会員個人の

ことです。国際ロータリーの会員といえば、あくま

でロ【タリー・クラブを指し、ロータリアン個人で

はないことにご留意ください。なお、国際ロータリ

ーの中央事務局は、米国イリノイ州エバンストンに

あります。

ロータリーとは「人道的な奉仕をおこない、あら

ゆる職業において高度の道徳的水準を守ることを奨

励し、かつ世界における親善と平和の確立につくす

ことをめざす、実業人および専門職業人が世界的に

むすびあった団体である」と正式に定義されています。

一方、ロータリー・クラブとは「奉仕の理想を各

人の個人生活、職業生活および社会生活実践の基盤

とすることに同意した、実業人や専門職業人によっ

てできたクラブ」と定義されています。

一方、ロータリー・クラブとは「奉仕の理想を各

人の個人生活、職業生活および社会生活実践の基盤

とすることに同意した、実業人や専門職業人によっ

てできたクラブ」と定義されています。

今日、全世界のおよそ160の国や地域に約2万の

ロータリークラブがあり、奉仕の心にあつい約90万

のロータリアンがいます。各ロータリー・クラブは

毎週定期的に会合をひらいています。ふつうの会合

では昼食や夕食をともにしながら、おたがいに親し

みと友情を深めあい、クラブの運営や奉仕活動の方

法、あるいは奉仕の機会などについて話しあってい

ます。ロータリー・クラブへの入会は、現会員の推

薦によってみとめられることになっています。そし

て、原則として各地域社会にあるさまざまな実業、

専門職業から、その業種の代表的人物が1人ずつ会

員にえらばれます。職業分類制度とよばれるシステ

ムは、各クラブがその地域社会の各種業界の代表的

人物をくまなく会員としてカバーできるようにする

ためのものです。

ごく初期のころのロータリアンの会合は、知りあ

いを広め、親睦を深めるという名目でひらかれてい

ました。そして、会員がおたがいに商売、事業など

に便宜をはかることがおもな目的となっていたので

すが、創始者ポール・ハリスはまもなくこのような

やり方だけでは、多忙な人々を長くロータリーにと

どめておくことはできないとさとり、組織が拡大す

るにつれて、ロータリーの目的をいっそう高いとこ

ろにおき　tl超我の奉仕▲lの理想をうちだしたのでし

た。そして、各会員がこの理想を、各自の商店、事

業所、工場に、あるいは地域社会全体に、さらには

他の国々へ広める努力をするようもとめたのです。

現在は、ロータリアンとしての特典を、自己の商売

上、事業上の利益追求のために利用することは、公

式に禁じられています。

ロータリアンは、混乱しているところに秩序をき

ずきあげ、醜いものを美しいものにかえ、誤解がう

ずまき、孤独感にさいなまれる社会に、温かい友愛

の心をみなぎらせ、貧困と疾病に苦しむ人々に、幸

せと健康をもたらすよう努力しているのです。

そして、ロータリーは人種、信仰、政治的信条に

かかわりなく、すべての民族、すべての国々の国民

が、平和と友好の雰囲気のうちにつどえるようっと

めています。奉仕という共通の目的をめざす、ロ【

タリアンをむすびつけるきずなは、親陸であり、友

愛の心なのです。目的達成の手段方法は違っても、

ロータリアンは、この共通のきずなによって強くむ

すばれているのです。

ロータリーは、対立と分裂をもたらすような活動

にかかわることはさけ、共通の利益をおもんじて、

おたがいの理解と協力の心をつちかっていくもので

す。　　　　　　　　　　　　（次回へ続く）

＼、／
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出席報告‥会員72名出席57名出席率79・17％前回出席率69・01％修正出席57名確定出席率臥2さ％

（二重夏至互∃⊃

雑誌月　間　に　ち　な　ん　で

私が雑誌委員に所属したとき、雑誌委員とはどん

なことをやるのかまったくわかりませんでした。先

輩諸兄に尋ねてもなにもないとのことでした。まっ

たく困った次第です。そこであかいパンフレットに

「委員会の任務はロータリアン誌、レビスタ・ロ～

クリアおよび地域雑誌に対する読者の関心を喚起し、

毎月雑誌の簡単な紹介を手配し、新会員の適応指導

に雑誌を利用することを奨励し、ロータリアンでな

い講演者に兼誌を贈呈し、図書館、病院、学校、そ

の他の図書閲覧室のために国際奉仕並びにその他の

特別購読を取り計らい、あらゆる方法によって、雑

誌をクラブ会員およびロータリアン以外の人々に役

立てること」とありました。

さて、どんなことをやればよいのかと迷った次第

です0ともあれ出来ることは毎月第一例会にロータ

リーの友の記事紹介を行ってまいりました。4月は

雑誌月間にあたりますので、あらためて考えてみた

いと思います。

○雑誌月間の目的

ロ‾クリアン誌、レビスタ・ロータリア誌および

ロ‾タリーの友誌に対する会員の認識を深め、それ

によって購読部数の増加をはかることが目的である。

1983～1984年度より4月がロータリー雑誌月間と

なっている。

斎　藤　　　　暗　君

○公式地域雑誌指定に関するR．Ⅰ．理事会決議

標準ロータリークラブ定款第10条および国際ロー

タリー細則第18条の定めるところにより、さらにま

たR・I・理事会が公式地域雑誌に関して設定した手続

きにしたがって、R．Ⅰ．理事会は「ロータリーの友」

を1980年7月号より、日本ロータリークラブのため

の公式地域雑誌として指定する。

R・Ⅰ・公式雑誌またはR．Ⅰ．理事会の指定する公式地

域雑誌のいずれかを購読する義務があると定めた標

準クラブ定款第10条の要件を満たすものであること

を認める。

1・ロータリーの友について

ロータリーの友は地区ガバナーの機関誌として

1953年1月に、広い意味でのロータリー・インフ

ォメ‾ションの普及をその目的として発足した。

1977年クラブ定款第10条の改正に伴い、公式地

域雑誌の規定が設けられ、ロータリーの友は1979

年クラブ定款第10条の改正に伴い、公式地域雑誌

の規定が設けられ、ロータリーの友は1979年7月

から公式地域雑誌となるための1年間の実験期間

にはいり、1980年7月から公式地域雑誌となった。

ロ‾タリーの友は、ロータリーの友委員会によ

って運営されている。この委員会の委員長は地区

ガバナーの合議で決定し委嘱されたバストガバナ

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



ーがその任に当り、委員長は地区ガバナーに対し

て「友」運営の一抑乙ついて責任を負っている。

創刊当初は発行部数3，300部であったが、32年

後の2月号では月104，000部におよび、通巻398

号を数えている。

2．ロータリーの友委員会

ロータリーの友委員会の構成は次の通り。

委員長

副委員長

特別顧問

顧　　問

常任委員

地区委員

1名（バストガバナー）

1名（委員長指名）

4名（元委員長）

5名（直前ガバナー5名）

若干名（委員長指名）

27名（各地区より1名）

現在委員長　松平一郎

（東京日本橋．バストガバナー）

以下省略

3．「友」の編集方針と友事務所

編集方針…日本のロータリー27地区のための地

域雑誌として、国内のロ【タリークラブおよび会

員の活動状況を紹介し、親睦をはかり、また内外

における各種ロータリー情報を掲載して、ロータ

リー精神の普及をはかり、ロータリー活動の発展

に寄与することを、その目的としている。

友事務所は東京におき（港区芝公園2－6－3、

ABC会館8階、12名の職員が「友」委員会の決

定にしたがって「友」の編集、発行、配布の一切

を行なっている。現在職員は、男子5名、女子7

名である。

私の読んだロータリーの友で、最近の2月号の中

で印象にあるのは、「世界平和と社会奉仕」　学習

院大学教授．飯坂良明先生の書いた中で（縦書きの

2頁～3貢）、平和とは単に争いがないという消極

的な状態ではなく、円満にともに生きる喜びを分か

ち合うという積極性において証しされるべきもので

しょう。tt平．）とはつり合う、バランスをとるとい

う意味だそうで、必要なのはバランスの感覚、そし

てそれは正義や平等の観念にも通ずるのです。It和1、

これは含みの多い字です。禾（ノギ）偏は穀物の意、

勇（つくり）の口は食べるの意。食うに事欠かぬ状態

がtt和Il。富のバランス、平均した豊かな社会こそ

平和の姿で、世界全体がこの平和の姿になるように

努めねばならぬ、というわけです。

このようにすぼらしい記事が多いので、是非この

機会に購読されることを期待致します。

（会長報告）
佐藤順治署

1．かねてご報告申し上げておりました教育110番

に使用しておりました電話機を市に贈呈する件。

去る3月28日、市役所市長室に於て贈呈して参

りました。今後は福祉協議会から有効に使用する

ことになっておりますのでご報告申し上げます。

内訳　1．受信用電話機

ダイヤル式スピーカーホン　2台

2．留守電話装置　　　　　　　　1台

2．山下さんの送別会は4月4日（金）午後6時よ

り住よしで行います。

登録料　5，000円

ご婦人の方も結構ですので、ご希望の方ご参加

下さい。お帰りの節申し込んで下さい。

3．第5回クラブ協議会は予定通り4月8日に行い

ます。時間は午後4時～6時までです。内容は、

4月～6月の活動計画の再確認です。

〔幹事報吏つ　秋野　忠君

〇第253地区喜多方R．C創立30周年記念式典

と　き　　昭和61年5月25日（日）

ところ　喜多方プラザ文化センター小ホール

〇第253地区白鷹R．C創立20周年記念式典

と　き　　昭和61年5月25日（日）

ところ　　白鷹町中央公民館

○例会時間変更のお知らせ

酒田R．C

酒田東R．C
合同例会

日　時　　4月2日（水）12時点鐘

場　所　酒田産業会館4階大ホール

ヽ＿．／



（新入会員挨面つ
村中文章署

職業分類　　電気工事

東北電気工事鶴岡営業所所長

生年月日　　昭和19年4月14日生　（41才）

趣　　味　　ゴルフ．麻雀．ダンス

このたび皆様方のあたた

かい友情によりまして入会

させていただきました村中

でございます。私共の会社

の経営理念では、工事施工

を通して社会に貢献すると

いう事になっております。

ロータリーの事は何もわ

からないので、皆様方からご指導をいただきながら

立派なロータリアンになる様に努力いたしますので

よろしくお願い申し上げます。

佐古田義明苔

職業分類　　ス【パーマーケット

ダイエー鶴岡店店長

生年月日　　昭和23年3月6日　（38才）

趣　　味　　野球．テニス．ゴルフ

昭和61年は私が入社して

丁度20年目に当り、結婚も

10周年、長女も1年生に入

学し、このたび始めての店

長として、いろんな意味で

記念すべき年に入会する事

が出来、今後共私自身が飛

躍する為にも、皆様方から

いろいろとご指導をお願い致します。どうもありが

とうございました。

⊂亘亘亘亘套つ　松田貞夫宕
◎年間皆出席

23年間皆出席　　石黒慶之助君

21　〝　　　　佐藤　　忠君

19　　〝　　　　三井賢二君

12年間皆出席　　佐藤　　衛君

3　　〝　　　　斎藤　　昭君

3　　〝　　　　佐々木詰彦君

◎　3月100％出席　47名

秋野．阿蘇．張．藤川．平出．布施．飯白．石川．

石黒．板垣（俊）．市川．飯野．川村．黒谷．小松．

皆川．風間．塚原．忠鉢．三井（賢）．嶺岸．迎田．

諸橋．松田（貞）．松田（士）．中江．斎藤（隆）．佐

藤（忠）．佐藤（服）．佐藤（衛）．佐藤（友）．佐藤（元）

新穂．菅原．鈴木（善）．鈴木（弥）．庄司．佐々木

斎藤（昭）．白坂．高橋．丹下．冨樫（良）．高田．

山口．吉野．関原

〔海陸活動委員会）佐藤　昇著

会員誕生

阿蘇司朗君．飯白祐倍君

村中文章君．中田敏和君

新穂光一郎君．坂本耕一君

奥様誕生

市川芳子様．中江道子様

笹原郁子様．佐藤佐保子様

（国際青少年交換要員ら　若生恒吉署

3月17日に交換留学生のジュリーの誕生日に、ク

ラブよりバースディーケーキをいただき、三井さん、

高橋さんより色々と御奉仕いただき大変ありがとう

ございました。お礼にジュリーの国旗のバッジを希

望者にさしあげます。

庚別委員会教育11岬）佐々柏彦君

教育110番は4月1日から社会福祉協議会ボラン

トピアの指定都市になりました鶴岡市に寄贈致しま

した。これからは毎月20日の日に教育相談や社会福

祉に関する相談を受ける事になります。今後も鶴岡

R．Cより色々とご協力をお願い致したいとの事でし

た。今迄たくさんの方々からご協力をいただき、無

事に任務を終える事が出来ました事を心から感謝申

し上げます。



（ス　マ　イ　ル〕

新穂光一郎君　　長男（工）がS．D．Gというユニー

クな建築構造集団に就職出来て。

田中錦造君　　民間会社N．T．Tとして創立2周

年を記念して。

佐藤元伸君　　次男が全国J．0水泳大会に於て、

400米個人メドレー優勝したので。

佐藤　衛君　　鶴岡商工会議所議員として15年間

の表彰されましたので。

塚原初男君　　次女（佳世子）が都留文化大に、3

女（友理子）が鶴岡北高へ合格した

ので。

三井賢二君　　昨年より中国語の勉強の為に北京

に行っていた娘が一年振りに無事

に帰国したので。

佐藤英介君　　鶴岡R．Cの松田君と同期で、酒田

R．Cの会長として日頃から皆様方

にお世話になっているので。

⊂∈互j二≡⊃
酒田東R．C　　大谷良雄君

酒田R．C　　　佐藤英介君

鶴岡西R．C　　桜井　　清君

ォ十・十●・★ト◆‥ヰ一・

ヰ　ロータリー教室的
◆・ヰ‥JJ∴十・よ．‥

（ロータリアン必携より抜率）

ロータリーとはなにか（2）

（第1351回例会会報より続く）

ロータリアンは、自己のクラブの活動とはべつに、

個人としてどのような場所であれ、方法であれ、あ

らゆる機会をとらえて奉仕するよう、すすめていま

す。たとえば、ロータリアンは実業人や専門職業人

であることから、自己の職業をたんに生活の基盤と

するだけではなく、職場の人々に、幸せをわからあ

うための場としてとらえ、それを実践するよう、強

くもとめられています。

さらに、ロータリアンは、自己の職場あるいは居

住する地域社会において、奉仕の機会をとらえて活

用するように努力しなければなりません。事業とい

うものは、多分に相互依存的なものですから、同業

のロータリアンと協力しあって、理解と友情を深め、

商業道徳の向上につとめれば、おのずとおたがいの

利益につながる条件を改善する機会がえられます。

おなじように海外においても、ロータリアンは、国

際的な友好団体の会員として、さまざまな条件を攻

善する機会がえられます。ロータリアンは、いかな

る宗教的政治的信条をもとうとも、問題にされるこ

とはありません。そして、母国に忠誠をつくし、自

己の宗教的信念に忠実であるよう求められています。

職業奉仕とはなにか（1）

ロータリーの創始者ポール・ハリスは、その自伝

『わがロータリーへの道』のなかで「ロータリーの

会員は、そのひとりひとりが、自分の職業とロータ

リーの理想とをむすぶ環である」とかいています。

ロ【タリーが職業分類という原則によって会員をえ

らぶという事実は、会員と職業とがほとんど同格祝

されているということによります。したがって、ロ

ータリーの会員は、仲間の会員に対して、それぞれ

自分の職業を代表しなければなりませんし、また同

時に、ロータリー列の人たち、とくに毎日の仕事の

なかで接する人々に対しても、ロータリーの精神の

模範とならぬばなりません。このふたつの責任は、

ロータリーの中心的なものであり、同時に職業奉仕

の基盤となるものです。

このように考えると、職業奉仕は、ロータリアン

一人一人が、自分の職業上の日常の関係のなかで、

個人的に奉仕をするのが、第一に強調されることに

なります。　　　　　　　　　　（次回へ続く）
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（‾嘉トスピー㌻〕

庄内いづめ　こ　人形の話

只今ご紹介にあずかりま
した村木せつでございます。
私は、7年前に脳出血を

いたしまして、LJも利けず

体も半身不随になりまして、
現在も充分でないためお聞
きずらい点もあろうかと思
いますが、他県から来た私
がなぜ鶴岡のいづめこ人形
を作るようになったかにつ

いてお話をしたいと思います。

私の主人は軍学校の参謀でしたが、仙台で終戦を
向え、部付きの将校さんの紹介で鶴岡市役所に職を
斡旋していただきましたが、私は鶴岡というところ
がどこにあるかも判りませんでした。子どもから地

図を借りてさがしてみますと、私の生まれた新潟の
近くにあり、安心致しました。

主人も市役所に勤めましたが、公職追放令により
間もなく市役所もやめる事になり、職もなくなった
ため、4人の子どもをかかえて生活に困ったため、
焼け残ったミシンを修理して仕事を始めましたが、
当時の小林市長さんの奥様から、市役所で木彫りの
講習会を行なうから参加してみてはどうかと云われ
ましたので参加して勉強致しました。東京からおい
でになりました小林やすじさんという彫刻家から教
えていただきました。それが、今の道に入るきっか
けになったかと今では思っております。

その後、いろいろ勉強した技術をなにか生活にむ
すびつけるものはないかと考え、焼ゲタを作る事に
致しました。終戦後、木を焼いて彫って作ったケタ
を皆様もご記憶があろうかと思います。そうこうし
ているうちに、色々な所からいづめこ人形はないか
と注文が来ましたので、他の同業者の方にお話をし
ましたところ、鶴岡の人でない者がいづめこ人形を
作れる訳がないと云われましたが、見よう見まねで
作り始めました。

終戦後、生活に困っていた頃に、色々な人からお
米や炭をいただいたり大変に助けられました。又、

村　木　せ　つ　先生

私の作った焼ゲタが全国の木彫りの民芸品の展覧会
で第1位に入選し、東京の三越に行く時も旅費もな
く囲っていた時も、市役所の方から助けていただき
ました。三越から表彰状の他に焼ゲタの注文もいた
だきましたが、東京のゲタとは鼻緒も形もまったく
違うものでありましたのでだめになりました。

いづめこ人形は、大正の初年に大滝ぶかんさんと

云う人が作ったのが始まりであり、主婦が農作業の
ために赤ちゃんを寵の中に入れて寒さから守ったり

致しましたものを人形化したのがいづめこ人形であ
ります。始めは東京方面にいづめこ人形を持ってい
きますと、東北の暗さが人形に出ているため売れま
せんでした。そこで色々と工夫し、改善致しました。

布地も木綿であったものを綿にしてみたり、色彩も
明るいナットロ染に改良したり致しました。皆さん
は昔の赤ちゃんはこんな良い物を着ていなかったと
思うでしょうが、それでは商品として売れません。
やはり明るく、可愛らしい人形でなければ商品とし
ては売れません。音、主婦が自分の赤ちゃんをその
中に入れて、田畑で働らかなければならない時代で
した。自分の赤ちゃんにしてあげたかった思いを、

今の人形の中にオモチャを持たせたりして、当時の
母親の子どもに対する愛情を現わしたのが今の人形
です。現実の質素さの人形とは違った明るい人形の
方がよく売れるのは、ちょっと複雑な気持ちが致し
ます。
最近、70坪の土地ではありますが、人形会館を建

設致しました。自分が今まで色々と集めた人形を3
階に展示し、2階は人形を作る工場であります。な
ぜそのようなものを作ったかと申しますと、鶴岡の

有名な人形を作る所を色々な人が見学に来ますが、
なんだこんなところで作っているのかと思われては

困りますので、思いきって建設致しました。
未熟な自分ではありますが、いづめこ人形を通じ

て、この美しい鶴岡を全国にピーアールしていきた
いと思っております。今後もどうぞよろしくお願い

申しあげます。大変ありがとうございました。

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



⊂草長報告つ　佐藤順治署
1．天皇陛下御在位60年奉祝市民の集い

来る4月29日は「天皇誕生日」であり、その日
に「天皇陛下御在位60年奉祝市民の集い」を開催

することは皆さんご存知かとも思いますが、去る
4月2日代表委員会のご案内を受け、鶴岡軋Cの

代表として出席して参りましたので、その概要を
ご報告申し上げ、ご協力をお願い致します。

⑦　事業計画
奉祝市民の集い　　鶴岡市文化会館
記念式典　13：00～14：00

記念講演　14：00～15：30

加瀬英明氏（外交評論家）

啓蒙キャンペーン

キャラバン隊2台で市内巡回する。

国旗掲揚運動の展開
国旗を購入していただき、4月29日を契機
に市民こぞって掲揚する。

㊥　予　　算

総額445万となっておりますが、正味250万

円の様です。内容について説明します。

㊤　協賛広告の件
1万円以上

3万円以上
5万円以上
10万円以上

荘内日報紙上に協賛広告をお
願いします。

尚、広告不向きの所は協賛金だけでも結構と
のこと。

㊤　国旗頒布の件

前記国旗は原価950円です。

㊥　祝賀会券の件
当日式典終了後、午後4時30分から6時まで

荘内神社参集殿で「奉祝レセプション」を行い
ますので、その券2，000円です。多数のご参加

をお願いします。

㊤　入場券の件

文化会館で行います式典には「入場整理券」
を発行しますので、多数のご出席をお願いしま

す。

尚、協賛広告、国旗頒布、祝賀会の券について希
望をとりまとめますので、よろしくお願い致しま

す。
2．第5回クラブ協議会について

前回も一寸申し上げたのですが、本日午後4時
30分より祝やで行います。登録料は3，000円です。

ご都合のつく方多数ご出席下さい。

（‾頂丁重報告）　秋野　忠君
周年行事のお知らせ
○創＼土50周年記念式典→郡山R．C

と　き　　5月19日（l」）

ところ　　郡山パークグランドホテル

○創立20周年記念式典→猪苗代R．C

と　き　　5月11日（日）

ところ　猪苗代国設スキー場
○認証状伝達式のご案内→第266地区大坂東南R．C

と　き　　5月9日（金）

ところ　　都ホテル大坂
○例会時間変更のお知らせ→酒田東R．C

日　時　　4月24日（木）

場　所　妙法寺
○会報到着→酒田R．C、東京R．C

河北H．Cの認証状伝達式に出席して

石黒慶之助看
4月5日に私共の地区で河北ロータリークラブが

出来まして、チャーターナイトに出席して参りまし

た。本県で34番目のクラブです。今後更に新しいク

ラブの新設に、皆様方のご協力をお願い致します。

⊂新入会員挨拶）　松山俊三者
職業分類　　生命保険

日本生命保険（相）荘内分室支社長

生年月日　　昭和11年7月11日（49才）

住　　所　　日枝字海老島276

趣　　味　　旅行、麻雀、ゴルフ、つり

只今佐藤さんからご推薦
されて入会致しました松山

俊三と申します。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。

〔畢睦活動委員会）　松田士郎署
第2回ゴルフ大会

日　時　　4月26日　12時30分スタート

場　所　湯の浜カントリークラブ

⊂互二LJ一▲＿三三）
佐々木霊彦君　　昭和61年度の新入園児の入園式が

無事終了致しました。

藤川享胤君　　本日のお釈迦様の誕生日を祝って。

（ビ　ジ　タ二二」
鶴岡西R．C　　井上　彬君

鈴木次良君
温海R．C

立川R．C

本間儀左工門君

池田好雄君
滝　　禅源君
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（ゲストスピーテつ

鶴　岡　市　政　に　つ　い　て

例会に出席させていただ

き、スピーチの機会を与え

て下さいました事を感謝申

し上げます。

最初に貴クラブより社会

福祉協議会へご寄贈いただ

きました教育110番の電話

機一式は、当協議会は全国

の中でボラントピアの指定を受けているさなかでも

ありますので、色々と有効に活用させていただきま

す。ありがとうございました。

鶴岡市内の有識者の方々から2年がかりで審議を

していただき、取りまとめてもらいまして、鶴岡市

の10年計画による昭和70年に向けての未来像につい

て、総合計画書を作成致しました。鶴岡市の将来の

都市像の基本理念は、「歴史と自然を生かして個性

豊かで、活力に満ちた魅力ある鶴岡を造ろう」であ

ります。

その為には、高速交通網の整備という基本的な社

会資本の整備であります。現在の鶴岡は高速交通の

面では大へん遅れております。

今後の発展の為には、この間題を解決する事が最

も重要な事であります。この遅れを挽回する為に、

数年前から空癌や高速自動車道の実現について力を

鶴岡市長　斎　藤　第　六　氏

いれてきましたが、時間的な事を考慮致しますと、

実現の可能性が早いのは空港の方でありましたので

昭和56年に庄内空港期成同盟会を旗上げ致しました。

民間人の有力者が会長ということで、酒田市商工会

議所の前田会頭が選ばれ、鶴岡商工会議所会頭や、

鶴岡・酒田の両市長を始め、多数の方々が参加して

行われました。

当時としては山形空港の整備の問題もあり、又、

1つの県に2つの民間空港という例がないので、国

の方からは非常な難色を示されたのであります。た

び重なる陳情の結果、運輸省の係官に現地の視察を

してもらい、交通の不便さを理解してもらうように

なり、耳を傾けてもらえる様になりました。

その頃から言われた事が、反対運動の問題であり

ます。この問題が解決しなければ、絶対に取り上げ

る事が出来ないと念を押されてまいりました。

私共の目標は第5次空港整備計画が昭和61年から

発足されたのでありますが、この計画に組み入れて

いただかないと5年先に延びる事になりますので、

この計画にぜひ組み込んでもらう事を目標にしてま

いりました。

幸いな事に、加藤代議士を始め地元の国会議員の

先生方には超党派でご協力をしていただきながら、

総力一致して運動してきた結果、昨年12月末の昭和

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



61年度の政府予算に、庄内空港建設の為の実施設計

予算を計上していただく事が出来ました。予算額は

4千万円で、同額を県の負担とし、総額8千万円で

実施設計に入る予定であります。

ここまでは驚く程早い日程で噸調に進んで参りま

した。全国から多数の申請があった中から3つの空

港が取り上げられました。その中で庄内空港は昭和

60年代の中ば迄完成予定と一番早く、福島空港と新

広島空港が昭和60年代の後半に完成予定となってお

ります。したがって庄内空港は土地買収さえ解決す

れば、67国体迄に間に合せる事が出来るだろうと、

我々も非常に喜んでいるところであります。

これからの問題は地元対策であるという事で、地

権者の方々とお話し合いに入っております。新聞等

でご存知の通り、なかなか思う様には進んでおりま

せん。地権者は全部で251名、酒田市117名、鶴岡

市76名、三川町52名、その他6名となっております。

地権者との話し合いの中での問題点は色々とありま

すが、鶴岡地区の地権者の方々との話し合いについ

てみますと、今迄通りの砂丘農業のやり方だけでは

労力がかかる割合に生産性が上がらないし、特に若

い人たちの考え方は耕作面積が少くても生産性が上

がるハウス等を中心とした、高度な農業をやりたい

という事で、積極的に空港建設に協力し、これを機

会にやり方を転換して、少ない面積でも収益が上が

る様な農業をめざしていきたいという考えが、西郷

地区地権者の方々の考えのようであります。

しかしながら、浜中地区の地権者の方々には、ま

だなかなか理解をしていただけない様でございます。

先粗伝来の土地に対する愛着とか、買い上げ価格の

問題、代替地の問題や、空港建設に伴う砂防林の問

題等も色々と検討しておりまして、県の方でも模型

を作ったり、道路に使用している防雪柵の使用等も

含めて研究中であります。

今年度中に実施設計に入る為には、5月中に同意

書を添付して運輸省に提出しないと、日程的に間に

合わない事になります。折角つけていただいた予算

を返上するような事にならない様に、我々も一生懸

命地権者の方々の理解を得られる様に最大限努力致

しますので、皆様方からも色々とご指導・ご鞭錘を

お願い申し上げ、一日も早く目的が達成される様に

努力致してまいります。どうぞよろしくお願い申し

上げます。

ありがとうございました。

（二二套：亘：亘二二室二二）佐藤順治君

1．第5回クラブ協議会

去る4月8日、予定通りクラブ協議会を実施致

しました。大体において初期の目的は達せられた

ものと思いますが、2、3について皆さんにご協

力をお願いします。

イ）出席率の件について

当初93％の目標を掲げておりましたが、現在

迄の実績は87．84％であります。当日欠席の前

は必ずメイクをする様心掛けて頂きたいと思い

ます。

ロ）会員増強について

今年度はまだ増強されておりません。もう残

り少い時期になりましたので、よろしくご協力

をお願いします。

ハ）ロータリー財団について

財団寄付について藤川委員長より呼び掛けが

ありますので、よろしくお願いします。

2．台中港区R．Cに書画を送るの件

台中港区R．C創立15周年記念行事の一環として

小・中学生の書画を展示する為、書画を集め、送

ってくれる様要請がありました。この件について

は国際奉仕委員長の高橋先生の格別のご尽力に依

り、189点余りが集まり、今週中台中に向け空輸

致します。

3．天皇陛下御在位60年鶴岡奉祝委員会の件

前回の例会でお願いしました

イ）祝賀会券頒布の件　　　2，000円

ロ）国旗頒布の件　　　一式　950円

よろしくお願い致します。

4．相談電話相談員の委嘱について



鶴岡市社会福祉協議会会長．斎藤第六氏より次

の2名の方を相談員に委嘱したい旨の文書が入っ

ております。

藤川享胤君．佐々木忘彦君

お二人共、折角のご依頼でありますので、ご苦

労様ですが、よろしくご協力をお願い致します。

（幹事報告）　秋野　忠君

○認証状伝達式のご案内

第261地区宇奈月ロータリークラブ

と　き　　昭和61年6月8日（日）

ところ　宇奈月ニューオータニホテル

第257地区草加南ロータリークラブ

と　き　　昭和61年7月12日（土）

ところ　埼玉県草加文化会館

（詳しくは事務局に資料があります）

○例会時間、場所変更のお知らせ

酒田ロ【クリークラブ

日　時　　4月23日（水）P．M6：00点鐘

場　所　　日枝神社斎館

ニュー．ブランズウィック高校音楽使節団

受入れについてのお願い

N・B友好協会　三井　　徹署

日本滞在日程

5月14日（水）

5月15日（木）

5月16日（金）

5月18日（日）

5月19日（月）

5月25日（月）

5月26日（月）

6月1日（日）

6月　2日（月）

ニュー．ブランズウィック→

ニューヨーク発（ケネディ空港）

東京（成田空港）着

～17日（土）東京滞在

東京（上野駅）発→鶴岡着

～24日（土）鶴岡市滞在

鶴岡発→福井着

～31日（土）福井市滞在

福井発→東京着

成田→ニューヨーク→

ニュ≠．ブランズウィック

来日構成メンバー

高校生（ボーかレダイナミクス）合唱団

男子4名．女子6名10名

同行通訳　　10名

（メンバーの詳細は2、3日中判明予定）

○合唱団の芸術性水準は相当に評価されている。ラ

トガース大学等とジョイント・コンサートに参加

している（有料の）全員が黒人である。彼らに接

し、理解親善を深めるための良い機会であると考

えられる。

○ホーム・スティーのお願い

鶴岡滞在中7泊のうち5泊はホーム・スティー

の予定である。高校生は若い人たちの関係者に

宿泊の予定である。同行の関係者をロータリー

クラブ、ライオンズクラブ、ユネスコ協会、ア

マゾングループ等でお引き受け頂きたい。5泊

を通して同一家庭に、3泊と2泊に分割しても

どちらでも結構です。ホーム・スティーお引受

の家庭には、1泊2，000円の薄謝を進呈します。

○ニュー．ブランズウィック市にも友好委員会が出

来ました。

○当市友好協会の会員のお万は恐縮ですが、今年度

分会費を納入下さるようお願いします。

（退会の鋲拶）山川久喜署

この度、後進に道をゆずる為退社致しまして、余

目に新しく設立致しました日通運輸という会社に責

任者として勤める事になりました。

1昨年の10月より、新しい事を色々と経験させて

いただきまして有難うございました。

自宅は鶴岡でございますので、今後も色々とお世

話になりますので、よろしくお願い致します。

今迄の御厚情と御指導・御鞭鐘に心から感謝申し

上げ、貴クラブの発展を祈念しまして退会の挨拶と

致します。有難うございました。

地区協議会への出席依頼について

会長エレクト　　山口篤之助看

5月18日（日）米沢女子高で行われます。義務出席

者以外の会員の方々の多数の出席をお願い致します。

入会2年以内の会員の万々の参加をぜひお願い致し

ます。



〔亘睦活動委員会）　佐藤　忠君

親睦ゴルフ大会開催のご案内

日　　時　　4月26日（土）　12時集合

12：30スタート

場　　所　　湯野浜カントリークラブ

会　　費　　3，000円（懇親会費も含む）

申込〆切　　4月22日（火）　事務局まで

（ス　マ　イ　ル）

加藤和一君　　山形銀行が4月14日で設立満90年

になりました。日頃の皆様方から

のご愛顧に感謝して。

高橋良士君　　国際奉仕委員会として、台中港区

R．Cとの合同企画の図画・書道の

展示会に189点の応募があり、特

に会員の張、佐々木両君の協力に

感謝して。

G・S・E派遣の木村君が9日に鶴

岡を元気で出発致しました。

塚原初男君　　九州福岡に於て、学生時代の思師

の最終講演に出席し、皆様より一

足先に花見をさせていただいたの

で。

佐々木霊彦君　　教育110番の社会福祉協議会への

移転に伴いまして、私と藤川君が

市長さんからカウンセラーとして

委嘱されたので。

吉野　勲君　　娘が4月12日結婚致しましたので。

坂本耕一君　　NHKの4月からの新番組の紹介

地域ローカル放送に於て、くらし

や遊びをたくさん放送していきた

いと考えております。毎週金曜日

午後1時25分～35分の間にY・Y

ガイドを新設致しました。ぜひご

覧下さい。

交換留学生伊藤くみさんからのお便り

みなさんお元気におすごしでしょうか。私は

毎日いそがしく、てんてこまいです。3月はと

くにいそがしく、ミュージカル、ソフトボール、

ウイリアムスパーグへのtrip、ニューーヨーク

へのtrip、インディアナイリノイへのtrlp

ホスト．チェンジなど。ソフトボールにtryし

て背番号tt5．1のユニフォームをもらったもの

の、一回しか着たことがなく、たんすでねむっ

ています。

イースターの休みの時にはこちらはとっても

あたたかく、一週間ずっと65～75Yでした。

まだ3月なのにとびっくりしています。

それではこの辺で。

Kumi I tou

〔ビ　ジ　タ　二」

琶覧岡西R．C　　斎藤健治君

交換留学生　　ジュリーさん

クラブ相談重

囲：私達のクラブの会員で既に2回クラブ会長を務

めたことのある人が3期日の指名を受けました。ク

ラブ会長に何回まで選ばれることができるか、公式

に決められているでしょうか？

臨：決められていません。標準ロータリークラブ定

款はクラブ役員就任回数の上限を定めていません。
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Gィラ研修会報旦〕

ラ　イ　ラ研修に参加　し　て

私は、三井病院で助産婦

をしている戸田恭子です。

今回、福島県相馬市で行

なわれたR．Y．L．A研修

会に参加させていただいて

ありがとうございました。

金銭的な事もそうですが、

それよりも、この様な研修

会への参加の機会を与えて下さいまして感謝の気持

ちでいっぱいです。

この研修会では、文章では表わせない、又、言葉

では言いつくせない沢山の事を学びましたが、学ん

だことを思いつくまま、ここで発表させていただき

ます。

まず、基調講演でのコミュニケーションセンター

所長の井浦康之先生、元教員の丹治成男先生のお話

は、3時間の長い講演でしたが、リーダーの役割や

リーダーシップについて大変よくわかり、貴重な講

演でした。リーダーシップのある人というのは、そ

の人に協力してくれる人が沢山いる人の事で、その

数が多ければ多いほどリーダーシップがあるという

事でした。果たして、私の場合、自分に協力してく

れる人が何人いるかと考えてしまいました。リーダ

ーとしての条件で一番大切で最も必要な事ですが、

人間として理念を持って生きているかという事です。

何の為に生きているか、自己の確立がなされている

三井病院助産婦　戸　田　恭　子　さん

かです。

1カ月間仕事をやめて森繁久弥さんの付き人にな

ったなべおきみさんのお話で、森繁がなべさんにお

っしゃったそうです。「私の芸をぬすんでも、それ

は君のものではない。自分は自分の芸をやれ」と言

ったそうです。芸を学ぶのではなく、芸は役者の生

きざまなので、その生きざまを学ぶということです。

芸を学ぶのではなく、芸は役者の生きざまなので、

その生きざまを学ぶという事です。我以外皆師とい

う言葉があります。さまざまな出会いの中で人は人

と出会い、その出会いによって学ぶことが多いとい

うことです。今回の研修生の108名は、もう一生会

われない人も沢山いるでしょう。だから、今回の出会

いを大切に生きなければならない。一期一会という

言葉があります。人生は出会いです。人と人との出

会いは、自分の人生を変え、又、他人の人生をも変

えます。人と人との出会い、人と物との出会い、人

と自然との出会いを大切にし、自己の確立をはかり、

理念をもって生きなければならない。自分がしっか

り考えを持っていなければ、人をうこかすことは出

来ません。つまりリーダーにはなれません。

私がこれから心がけたい事は、この一期一会を大

師こし、自分の理念をしっかり持って生きることで

す。それがリーダーとしての第一条件だからです。

又、リーダーは人がいやがることは率先してやると

いう事です。率先垂範という事です。その話の中で

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



人を動かす為にはtやってみせ、言ってきかせ、さ

せてみせ、はめてやらねば人は働（うご）かじl、と

いう言葉がありました。やってみせて、この様にや

れば上手にやれるというこつを教えて、させてみて

「なかなか、すじがいい」などとはめてやると人は

上達するし、そのリーダーについてくるという事で

す。これから後輩などの指導の際、このtやってみ

せ、言ってきかせて、させてみて、はめてやる〉．と

いう事に心がけていきたいと思いました。

はめは人間を大きくし、しかりは人間を小さくす

るとのことです。ttかわいくば5つ教えて3つぼめ、

2つしかる）、という言葉があります。先にはめて人

の心を開いてからしかると効果があるという事です。

なかなか出来ない事ですが、心がけてみたいと思い

ます。

又、リーダーは言行一致への努力が必要だという

事です。言う事とやる事が同じになるよう努力する

という事です。絶対に言行一致を守ることは不可能

なので、その努力が必要だという事です。たとえで

約束の時間を守ることなどは、最低のルールなので

す。人と待ち合わせなどをして5分待たせたとする

と、待たせた人は、その人の命を5分うぼった事に

なるという事です。この話を聞いて、胸にグサッと

っさささるものがありました。

3時間の講演はとても素晴らしく、この講演だけ

でも、とても貴重な研修でした。

研修会は講演とグループ活動に分かれていました

が、グループ活動に於いては、話し合いやレクリェ

ーション、ウォークラリーなどで交流を深めました。

違った立場の、違った職業の、違った年齢の、又、

違った国の人達とふれあう事で、言いつくせない友

情と多くの事を学びました。長いと思った3日間も

終わる頃には、もう帰らなければならないと思い、

別れがつらかったです。初めて違った国の留学生と

寝とまりを共にし、言葉が通じなくても、心がふれ

あうことができました。単語と単語をくみ合わせて

やっと通じた時はttホッ1、とし、喜びました。この

思い出を大切にし、友情を大抑こし、一日、一日を

大跡こしていきたいと思います。

最後に、リーダーシップをとることの出来るり【

ダーになる為には、自分の信念をしっかり持って、

相手の立場に立って、相手のことを思いやる気持ち

が大切で、自分なりに少しづつ成長していけるよう

努力したいと思います。リーダーは話し方の上手な

人などと患っていた自分がなさけないです。話し方

ではなく、リーダーは人間がなるのだから、人をひ

きつけ、魅力のある人こそり【ダーにふさわしい人

なのです。

思いつくまま、まとまりのない発表で申し訳ござ

いません。ただ、この研修で多くの事を学べたとい

うことがおわかりいただけたら幸いです。

最後にもう一度、本当にこのR．Y．L．A研修会

に参加させていただいて、ありがとうございました。

第7回R．Y．L．A研修会に参加して

三井病院小児科外来勤務　門　崎　恵　美　さん

テ　ー　マ

「リ　ーダーとは」

私は、三井病院の小児科

外来で勤務をしております

門崎恵美です。この度は、

R．Y．L．A研修会に参加

させていただきまして、ど

うもありがとうございました。

18日～20日までの研修会

で、「リーダーとは」をテ

ーマに、108名の研修生と共に、共同生活を行いま

した。

研修を終えて、今、心に残っていることは、講演

がすぼらしかったということと、研修で知りあえた

たくさんの友だちのことです。

講演を聞いて、心に残った話の内容の一部分を箇

条書きで申し上げたいと思います。

≪人間関係はどのようにしてつくるのか≫

・人間関係は、自分の名前をアピールし、また

他人の名前を覚えることから始まる。

・相手に関心をはらう。



・相手に自分の心を開く。

・いつでも、どこでも明るく挨拶をする。

挨拶は簡単ではない。自分の感情が邪魔を

して素直にできない時もあるが、どんな状

況にあろうとも、心を開き、明るく、心か

ら挨拶をすることが大切である。それがで

きる人が立派な人間である。

≪リーダーの7つの条件≫

（カ　ニ拭以外、皆師と思う。

あらゆる事に目を向ける。

人生観をもつ。

㊥　相手に指示を出し、目標をもたせる。

自分がレールになり、方向づけをしなけ

ればならない。

④　個人の性格や、家庭関係を知り、全休をレ

ベルアップする。

（彰　率先垂範

人のいやがることを進んで行う。

つらいことを進んで行う。

やって見せて、言って聞かせて、させて

みせ、はめてやらねば動かじ。

はめは人間を大きくし、しかれば人間を

小さくする。

㊥　言行一致の努力

一致は無理であるが、一致するように努

力している姿を人に見せる。

㊥　相手の気持ち、相手の立場になる。

⑦　自発意志の喚起

皆が忘れている重大な事柄に気付かせて

自覚させようとする。

講演を聞いて、リーダーの7つの条件は理解でき

ましたが、自分に欠けているものが多いと思いまし

た。自分の行動を振りかえってみると、一番欠けて

いることは、率先垂範で、困難な事にぶつかると、

人にたよってしまうことがあります。看護婦をして

いる私は、いろいろな面で経験不足を感じますが、

どうしても、経験豊富な人にたよりたくなります。

まして人の命を扱う職業なので慎重になってしまい、

行動に移すまでに時間がかかることがあります。そ

こでストップをせずに、自分から進んで行動を起こ

すことに心がけたいと思います。また、看護婦は、

気づきの看護をしなければならないと言われます。

誰よりも先に異常に気づく心構えで仕事に取りくみ

たいと思います。

人間関係の事では、挨拶の話がでましたが、レス

トランでのある客とウェートレスの話をしてくれま

した。水を持ってきてくれたウェートレスに客が、

「ありがとう」と言いました。帰る時は、「ごちそ

うさまでした。おいしかったです」と丁寧にお礼を

したそうです。それだけで店の雰囲気は明るくなっ

たということです。この話を聞いて、さて自分はと

考えてみました。会釈をするだけで帰ることも多い

ようです。まわりを見ていると、食べるだけ食べて

さっさと帰ってしまう人もいます。水を持ってくる

のが当然、食事を作るのが当然であっても、「あり

がとう」という気持ちが、さりげなく態度、言葉に

出れば、そこで心が通じあえると思います。

講演を聞いて、うなずけることがたくさんありま

した。「リーダーとは」をテーマに、グループでも

話し合いをしましたが、その話し合いの中で、一つ

のテーマをベースに、年の差、職業の違い、考え方

の違いのある中で、さまざまの意見を聞くことがで

きて、大変参考になりました。そして、リーダー像

も見えてきましたが、一人の社会人としてどうある

べきかということも考えさせられました。

9名のグループでレクリェーションや、班の出し

物などたくさんの行事を行いましたが、初めはバラ

バラだった9人が、一つ一つの障害物をのり越えて

いくうちに、まとまりが出てきて、皆んな協力し合

い、助け合い、自分の長所を生かし、場面、場面で

各自が知らず知らずにリーダーになっていました。

講演では、リーダーの7つの条件をあげていまし

たが、それは完壁であり、人間誰しも完壁な人はい

ないので、条件はそろわなくても、皆んなの協力の

中でリーダーシップが生まれることを私は感じまし

た。

この研修会に参加して本当によかったと思います。

（会長報告〕
佐藤順治署

1．中田敏和さん退会

中田さんは、5月1日付で栃木支店宇都宮支社

に栄転されます。57年7月入会以来約4年間、今

日に到る迄クラブ運営について多大のご協力を頂



き誠に有難うございました。厚くお礼を申し上げ

ます。新任地に行かれましては、お身体に充分ご

留意の上、ご活躍下さいますようお願い致します。

2．金井勝助さん死亡の件

荘内銀行の顧問であります金井さんは、4月18

日呼吸不全の為、本町斎藤胃腸病院で死亡致しま

した。金井さんは昭和34年7月当クラブに入会さ

れ、50年6月退会されております。その間、49年

安藤定助会長時代、早坂源四郎さんが地区ガバナ
ーとなり、その年の地区大会委員長となり、大い

に活躍されたことが記録に残っております。

尚、葬儀は来る30日午後1時30分より鶴岡市文

化会館で荘内銀行葬を執行されるそうであります。

生憎の月末ではありますが、時間のとれる方なる
べく多く出席されます様お願い申し上げます。

3．鶴岡西R．C創立20周年記念式典の件

上記記念式典は下記の通りでありますので、お

間違い、お忘れのない様お願い申し上げます。

記

と　き　　4月25日（金）

登録　12：30へ′13：20

式典　13：30～14：50

祝宴　15：00～16：30

ところ　　苗津　グランド　エル．サン

4．次の火曜日は休会

次の火曜日29日は天皇陛下誕生日でありますの

で休会です。お間違いのない様ご注意下さい。

5．5月定例理事会

5月6日、11時30分より定例の理事会を開催致

します。

6．本日例会終了後、この場所で臨時の理事会を開

催致しますので、理事の万お残り下さい。

（幹事報告〕　秋野　忠君
○例会場所・時間の変更のお知らせ

酒田．東R．C

日　時　　5月8日（木）p．M．12：30

場　所　松陵小学校

温海R．C

日　時　　4月21日（月）

（海区国際親睦委早つ　新穂光●郎看
ジュリーの母よりの手紙

1986年4月12日　バミューダ

親愛なる新穂様へ

私自身を紹介する事をお許し下さい。私の名前は

オードリー．マクレーンと申しまして、ジュリーの

母親でございます。私の夫のデビッドが鶴岡を訪問

し、皆様方と親しくお会いして、ジュリーに対する

御厚情に感謝を申し上げる所でありましたが、大変

残念ながら出来なくなりました。ジュリーからもお

話し申し上げたと思いますが、彼女の父親が次の火

曜日にカナダの病院に入院する事になりました。多

分来年には訪問出来る事と思います。
ジュリーは、日本は大変美しい国だと言っていま

すし、彼女といっしょに日本を旅行できる事を非常

に楽しみにしていたのですが、それもかないません。

大変不運だと思います。しかし、彼女も自分一人で

色々と国内を歩ける程成長していると聞いておりま

す。貴方と貴方のクラブのメンバーの方々からジュ

リーに賜った御厚情に対して、私とデビッドは心か

ら感謝申し上げます。

ホストファミリーの方々にもたくさん感謝致して

（退会の挨拶）　中田敏和君

このたび5月1日付で栃木支店・宇都宮南支社に

転勤になりました。57年の7月に入会以来約4年間

になりますが、その間非常に大きなご支援をいただ

き、大変ありがたく感謝致しております。我々転勤

族は本籍地のない出稼ぎ労働者みたいなもので、紙

切1枚で動かされてしまいます。鶴岡の地を離れる

のは非常に名残り惜しいのですが、いたしかたあり

ません。皆様方の厚い人情にふれさせていただきま

して本当にありがとうございました。

後任者も前橋の方から来る予定でございますが、

皆様方の御承認を得てお仲間に加えていただき、共

共によろしくお願い致します。

最後に、皆様方の益々のご健勝とクラブの発展を

祈念申し上げまして挨拶といたします。

（ス　マ　イ　ル）

藤川享胤君　　社会福祉協議会の教育110番カウ
ンセラー委嘱により。

秋野　忠君　　退会者の記念品の手配が遅れため

（ビ　ジ　タ　二）

鶴岡西R．C　　鈴木次良君．長野正彦君

余目R．C　　佐藤孝二郎君

酒田R．C　　御僑義諦君

＼、一
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「小集団活動」について

東北電気t事の村中です。

当クラブには、新会員になった場合、早い時期に

何か話をしなければならないという「1交」になって

いるという事で、tt次の例会で何かしゃべりなさいけ

と、SAA委員長の阿蘇さんから強いご命令があり

ました。

何かと言いましても自分自身の事か、会社の事に

ついては話しやすいものですから、今東北電工で大

変力を入れております「小集団活動」についてお話

してみたいと思います。

先づその前に、当クラブの会員の中で昭和二桁生

れの人達の集まり「二桁会」という親睦会があるそ

うです。この二桁会の4月の例会が先日、歓送迎会

という形でありました。本当に楽しい会でした。色

色巾広い話が出まして、まるで同年振りかで集まっ

た学生時代の同級会をやっている様で、楽しい一時

でした。

鶴岡に参りまして日も浅い私には、鶴岡という土

地柄にあった営業のやり方なども教えていただき、

本当に良い仲間にめぐり会えたと思い、以前と違っ

て毎週のクラブの例会に出席するのが楽しみに思え

てきました。今後とも宜しく御指導の程お額い申し

上げます。

それでは先に御案内申し上げました、東北電工の

村　中　文　章　君

「小集団活動」についてですが、実際のところメー

カーさんと違いまして、仕事柄活動の活性化に大変

苦労しております。

今日ではTQC、QC、ZD、ゼロ災…‥，等と、

小集団活動を何らかの形で取り入れていない企業の

方が少ないと言えるそうです。どの企業（店）でも、毎

年4月新入社員教育を始めとして、新規予算達成の

ための生産性向上運動やTQC活動、合理化推進な

ど、色々会社の実体に合わせて活動をされている事

と思います。今日の様に低成長時代の中で優良企業

と言える企業（店）と言うものは、そこで働く人、従

業員が自分の会社に将来の夢を託して、楽しみなが

ら働く事が出来る組織休制作りを常に進めている企

業（店）だと言えると思います。

私共東北電工のやっている仕事と言いますのは、

一つ一つがお客様からの注文によりまして作り上げ

てゆく訳で、先端産業のI Cや、このマイクの様に

大量生産が出来ない、全くストックのきかない単品

の生産なんです。お客様からの注文がありまして初

めて仕事に取りかかるという、完全な受注産業なん

です。

仕事を進めるにしても、多くの従業員が共に協力

し合い、高度な技術や技能を要する作業を積み重ね

まして、初めてその仕事が完成する訳です。即ち、

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



東北電工は人の力に大きく依存しなければならない

度合いが非常に高い労働集約型企業といえます。

従いまして、当社の経営にとって何物にも変えが

たい最大の資源といえるものは従業員ですので、企

業活動の源泉は従業員の力と意欲にあると言えると

思います。It従業員の力と意欲というものをより高

めるための手段・方法は何なんだ？”と言う事で、

全ての従業員の持てる力が結集できるような職場づ

くり、職場開発、組織の活性化を図るために、東北

電工でも57年4月に小集団活動を取り入れた訳です。

56年8月から57年3月迄啓蒙期間が有りまして、

57年4月1日にキックオフしました。今年で5年目

に入りました。

活動の方法としては、4～5名で1グループを結

成しまして役割分担を決め、自分達のグループで解

決出来る目標をそれぞれ設定し、活動時間を1テー

マ3ケ月間とし、年間4つのテーマを完結させると

いう事を基本活動にしております。現在鶴岡（営）に

は11グループがあります。山形（支）で82グループ、

全社で約670のグループが活動を進めております。

活動結果につきましては各グループが「成果確認報

告書」というものを提出します。お互いの成果を評

価、勉強する為に、鶴岡（営）では3ケ月に1度発表

会を開いています。1年に1回支社での発表会、各

県代表による全社発表会をも実施しております。

最初は基本目標を全社統一の「職場の安全点検」

でスタートした訳ですが、なかなかうまくいかず、

大変苦労致しました。例えば「墜落防止の為に胴縄

の完全着用」といった目標をかかげて活動はしたも

のの、胴縄を使用した、使用しなかった…等、○×

のデータ収集だけに終ってしまい、何故に使用出来

なかったのか、完全着用を定着づけるには、どの様

な方法があるのか…等、なかなか成果が得られませ

んでした。

それでもこの4月で5年目に入った訳ですが、今

日では各事業所毎、独自の基本目標を設定し、各グ

ループはそれに合った活動目標をたて、活動してお

ります。

小集団活動を続けてきまして、皆でIt何かをやろ

う”とする気構えが出てきた様です。各グループ、

まだバラツキはありますが、仕事の省力化、上具等

の改善でも即く製品化出来るようなもの等、改善改

良の提案も多く出ています。提案受付も全社大で約

5，000件出ておりますが、社員約4，500名、グルー

プ数670の数にしては少なすぎると言われておりま

す。今年度は1グループ10件以上の提案を出すよう

言われております。

私共東北霞Lは、小集団活動を通じて、新しいL

法、技術を兄い出し、皆様に喜んでいただける良い

仕事を施工出来ますようにし、これからも頑張って

参りたいと思いますので、今後とも宜しく御指導い

ただきますようにお願い致します。

「お客様の事を考え、為になり、教えてもらえ」

新入会員のスピーチという事で、一休何を皆様の

前でお話し申し上げたらいいのか迷っておりました。

ダイエーの企業の話をさせて頂くつもりでおりまし

たところ、13日にロータリーの職場訪問で、光栄に

もダイエー鶴岡店を見て煩くことになりまして、企

業の事は次回にお話しさせて頂きたいと存じます。

責重な時間を勝手ではございますが、自己PRを

させて噴きます。

出身地は京都府の舞鶴。宮津、綾部、福知山の4

佐古田　義　明　君

市に囲まれた大江町で生まれました。実家は父が和

菓子を製造販売しており、商人でございました。

ダイエー入社は、昭和41年高卒定期入社として大

阪の庄内店に勤務致しました。その頃のダイエーは

創業10年目で、「主婦の店ダイエ¶」と名のり、売

上高も全店合計1日1億、年商360億の会社であり

ました。知名度も低く、映画会社の「大映」とよく

間違えられた時代であります。

43年に九州小倉に転勤、44年に東京町田に転勤と



出店ラッシュがあり、新店を渡り歩きました。47年

店勤務から販売指導をする立場へと職務が変りまし

た。そして最初の仕事が47年東北1号店の山形店の

オープンを手伝う事が私の仕事でした。それが私の

東北との出会いでした。その後、盛岡店、新潟店、

札幌店、仙台店と出店し、仙台に駐在し郡山店、鶴

岡店のオープンを手伝わせて頂きました。

50年に仙台に住み、東北、北海道エリア担当とし

て仕事をさせて頂きその後、54年大宮、55年新潟、

57年再び仙台へと舞い戻り、今年鶴岡店店長として

赴任した次第でございます。

改めてこの20年を考えてみますと、人とのふれ合

いが、いかに大切であり、大事であったか、又自分

自身の人きな財産になっているかわかりません。私

は由属の上司が今までに22名います。新入社員の時、

主任の時、スーパーバイザーの時、バイヤーの時、

店長の時、1人ひとりが色々な個性を持っており、

当然の事ながら趣味も違い、考え方も違い、やり方

も違います。業績が良いと極端に気嫌の良くなる人、

業績が悪いと当然の様に気嫌が悪くなる人、叉逆に

業績が良いと手綱をしめ、悪くなると案外自由にさ

せる人、それぞれでございます。

只、人それぞれではありますが、言葉のいい回し、

考え方の違いこそあれ、一貫して共通店があるのは

（1）「お客様の事を考えているのか」

「お客様の為になっているのか」

「わからなければ、お客様から教えてもらっ

たらいい、お客様は教師だよ」

この事は、私自身色々な職務、立場に立った時、

「お客様」の所に「店」「従業員」「お取引様」等

言葉を入れ替え、常に考えなければいけないと思っ

ています。

最後になりましたが、私自身、鶴岡の土地も初め

てであり、店長の仕事も初めてでありますので、仕

事を懸命に覚えているところでございます。皆様方

には大変御迷惑をかけると存じますが、今後とも宜

しくお願い致します。

⊂碑〕
佐藤順治者

1，鶴岡西R．C創立20周年記念式典の件

4月25日、鶴岡西R．C創立20周年記念式典が、

苗津のグランド　エル．サンで開催されましたが

当クラブよりは40名も参加して頂き、盛大な式典

になったようでありました。皆さんのご協力ほん

とうに有難うございました。

2．天皇陛下御在位60年奉祝市民の集い

29日の天皇誕生日に「天皇陛下御在位60年奉祝

市民の集い」が文化会館で開催されましたが、出

席者は約1，000名位でした。先づ皇居遥拝、「君

が代」、県民歌の「最上川」斉唱。酒井忠明会長

の挨拶、斎藤鶴岡市長、上野鶴岡商工会議所会頭

などの祝辞の後、「祖国日本の永遠の発展を期す

ることを固く誓う」という宣言文をお嬢さんが読

み上げ、出席者全員が賛同致しました。引き続き

評論家の加瀬英明氏の「神秘なる天皇御在位60年

をことほぐ」と題した講演がありました。

3．金井勝助氏の葬儀

30日、金井さんの葬儀が鶴岡文化会館で行われ

ましたが、会員の皆さん多数出席して下さいまし

て有難うございました。

出席者も会場を埋めつくし、金井さんの生前の

ご功績にふさわしい盛大な葬儀でありました。

4．訪台の件

訪台一行は8日、22時23分鶴同駅発で出発し、

9日午後6時より台中クラブの歓迎夕食会に臨み、

翌10日は午後5時より創立15周年記念式典に出席

し、翌11日午前7時より歓送朝食会に出席する。

同日、午後3時30分台北発、7時10分羽田空港着

で帰国します。

5．内山さんが久し振りでお元気で出席されました。

後程ご俣拶をお願いします。

理　事　会　報　告

1．ジュリーは5月31日帰国致します。送別会は5

月27日に行います。

2．次の方が出荷規定の適用を免除されたい希望の



申し出がありましたのでご報告申し上げます。

早坂徳治さん、三井賢二さん、手塚林治さん

⊂亘j⊂亘至つ　秋野　忠君
○会報到着→山形西R．C、山形R．C、鹿児島R．C、

酒田R．C、酒田東R．C

O例会時間、場所変更のお知らせ

余目R．C

日　時　　5月16日（金）P．M．12：15点鐘

場　所　余目中央公民館

酒田東R．C

目　時　　5月8日（木）P．M．12：30点鐘

場　所　松陵小学校

鶴岡西R．C

日　時　　5月15日（木）P．M．6：30点鐘

場　所　七内旅館

鶴岡R．C

日　時　　5月13日（金）P．M．12：30点鐘

場　所　庄交本社

○鶴岡西R．C創立20周年記念式典のお礼状が届いて

おります。　　出席者　40名

「親睦活動委蕗、）佐藤　昇看

会員誕生　　阿部与十郎君．板垣広志君

市川嘩雄君．迎田　　稔君

諸橋政鳩君．松川　七郎君

佐藤友吉君

奥様誕生　石黒　　常様．栗谷貞子様

松田一枝様．上野和子様

碓氷繁子様．山ロマサヰ様

板垣喜美子様

親睦ゴルフ大会の成績

去る4月26日（土）に行われました親睦ゴルフ大

会は、小雨の中でしたが参加者全員大ハッスル、

無事終了いたしました。ご参加ありがとうござい

ました。成績は以Fの通りです。

GROSS NET
OUT IN HAND

優　勝　樫原桂一　44　41　85　10　75

準優勝　庄司嘉男　59　52　111　36　75

1　位　秋野　　忠　51　43　　94　19　75

2　位　中田敏和　56　50　106　30　76

3　位　三井盾夫（西クラブ）
42　　43

4　位　板垣広志　47

5　位　関原亨司　50

6　位　松田士郎　51

7　位　皆川光吉　51

B．B　佐藤　　忠　61

B．B．M　松田　貞夫　56 65

⊂亘旦冬を垂つ　松田貞夫署
〇年間皆出席

11年間皆出席　　山U篤之助君

9　　〝　　　　石川寿男君

4　　〝　　　　斎藤　　隆君

4　　〝　　　　松田　頁夫君

3　　〝　　　　松田　上郎君

04月100％出席　　55名

秋野．阿蘇．張．藤川．布施．飯白．石川．平出．

石黒．板垣（俊）．市川．飯野．川村．黒谷．小池．

小松．加藤（和）．皆川．加藤（賢）．塚原．忠鉢．

三井（賢）．三井（健）．嶺岸．迎出．佐古田．諸橋．

松田（貞）．松田（士）．中江．中野．村中．斎藤（降）

佐藤（忠）．佐藤（噸）．佐藤（衛）．佐藤（友）．佐藤

（元）．菅原（辰）．鈴木（善）．鈴木（弥）．庄司．碓

氷．佐々木．斎藤（昭）．白坂．高橋．丹下．富樫．

高田．上野．若生．山Ll．吉野．関原

・　ス　マ　イ　ル
、＼

‾　　　　　　　　　　　　　　　－　一一一　一－　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－■－1　■　　▲

佐藤　忠君　　湯の浜カントリークラブのジュニ

アの部で優勝して。

秋野　忠君　　親睦ゴルフ大会で1位に入賞して。

優勝の笹桂さん、準優勝の庄司さんからもスマイ

ル預っています。

風間真一君　　故金井勝助氏の稚内銀行葬に多数

出席いただいて。

内山喜一君　　2月入院していたが回復、本日出

⊂∈互互≡⊃
鶴岡西R．C　　阿部光男君

〝　　　　三浦正志君

〝　　　　菅原隼雄君
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出席報告：会員打名　出席53名　出席率75．71％　前回出席率72．86％　修正出席61名　確定出席率さ7．14％

（会長報畠つ
佐藤順治者

1．訪台の件

私達は去る8日夜行列車で出発し、10日台中港

区R．C創立15周年記念式典に参加し、12日5時49

分鶴岡駅着の列車で無事帰りました。

出席者は山口篤之助君、中江亮君、佐々木冨彦

君、斎藤昭君、佐藤忠夫妻の皆さんと会長、幹事

の8名。その外に山下和子さんを加え、全部で9

名でした。

尚、細部の状況などについては、次回の例会時

佐々木さんの撮影したスライドをお見せする予定

でありますので、会長の報告に代えさせて頂きま

すので、私からは特別に申し上げません。ただ、

一つ申し上げたいことは、私達が台北の空港に到

着してから翌日台中で式典に出席し、更に次の朝

帰国の為に台中を出発する迄の間、先方クラブ会

員の皆々様から身に余る、いたわり尽せりの心暖

まるご歓待を受けたことであります。

心からお礼を申し上げたいと思います。

⊂軒皇軍二を〕
秋野　　忠君

○ジュリー．マックレーンさん送別会のご案内

日　時　5月27日（火）　午後5時30分～

場　所　鶴岡産業会館4階　第二会議室

登録料　　3，000円

申込〆切　　5月20日まで

ニュー．ブランズウィック友好協会

三井　　徹看

05月18日に釆鶴するニュー．ブランズウィック高

校音楽使節団について

5月22日には、土曜会とのジョイント・コン

サートが予定されております。．5月23日の夜に

はニュー．ブランズウィック友好協会主催の歓

迎レセプションが開催されます。

会員皆様の多数の参加をお願い致します。

し撃業奉仕委員撃つ
鈴木弥一郎署

ダイエー鶴岡店職場訪問

佐古田嚢明智（ダイエー鶴岡店長）紹介

昭和23年3月の御生まれで、現才38才、新鋭のホ

ープであります。

ご出身は京都府大江町で、京都でも比較的日本海

に近い所のご出身でございます。

地元の京都府立大江高校をご卒業の後、41年にダ

イエーに入社されました。

ダイエーでは、大阪にあります庄内店を皮切りに

福岡の小倉店、東京の原町田店、仙台店、新潟店と

北から南へと各地でご活躍され、57年にはダイエー

の東北事業本部で、衣料品のバイヤーをお務めのの

ちに、本年、店長として鶴岡店に着任され、現在に

至っております。

ご家族は、奥様の智子様とお嬢さんお二人の4人

家族とお聞き致しております。

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



趣味は、ゴルフ、野球、テニスとスポーツを中心

に幅広くお持ちですが、ゴルフは、まだ見習期間中

とかで、鶴岡在住中には、なんとかシングル・プレ

イヤーを目指していきたいと、張り切っておられる

ようでございます。

以上、簡単ではございますが、ダイエー鶴岡店店

長．佐古田氏のご紹介を終わらせていただきます。

尚、皆様方並びに御家族の御買物には、是非ダイエ

ーさんを御利用下さい。

佐古田義明署挨拶

本日は私共のダイエー鶴岡店を職場見学に選んで

いただきましてありがとうございます。店の詳細に

ついては後程、見ていただきますので省略致しまし

て、概略について御説明申し上げますと、働いてい

る男子正社員が39名、女子正社員が27名、準社員（パ

ート）が91名、臨時社員が30名、総計187名で、現

状の売場直営部門を運営致しております。準社員・

臨時社員と正社員比率が65％となっております。

本日、特に皆様方より見ていただきたいのは、店

舗部分だけではなく、バックヤード部分と申しまし

て、裏方で荷物の受け渡し部門から、肉、魚や果物

の加工場、冷蔵庫等の保管状況等を見学していただ

きたいと思います。

多数の会員の皆様方の御説明役として、当社の社

員4名が付添いまして、それぞれ御案内させていた

だきますので、よろしくお願い申し上げます。

職場見学（会報委員記）

庄内交通本社2階会議室での例会終了後、ダイエ

ー鶴岡店の社員通用口から入り、荷物の受渡し場所

を通り、肉の加工場、魚の加工場、果物・野菜等の

加工場、それぞれの品物に合った適切な温度管理が

なされている大型冷蔵庫等を見学し、それぞれの加

工場では大変おいしい牛肉のタタキやカツオのタタ

キ、果物等を試食しながら、ていねいな説明を受け

て、楽しく見学し、あっという間に時間が過ぎてし

まいました。

説明の中で、食料品に対する品質管理の面で、衛

生面や、新鮮さを保つ為にいろいろと工夫をされて

おり、又、低コスト製品として包装紙を節約したり、

形がそろわなくても味に変りがない安い製品のコー

ナーや、列国よりの輸入製品のコーナーもある店舗

内を見学させていただきました。

正社員か、準社員か、パ【卜かの区別がつかない

程、良く社員教育がゆきとどいており、活気に満ち

溢れたすぼらしい職場を見学させていただき、全会

員が佐古田店長に心から感謝しつつ、ダイエー鶴岡

店を後にしました。お世話様でした。

〔スマイ　ノ亡）

川村徳男君　　故金井勝助氏の文化会館での葬儀

一切を㈲新潟新生活互助会で引受

けさせていただいて。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C　　木村有為君
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出席報告：会員77名　出席54名　出席率77．14％　前回出席率75．71％　修正出席59名　確定出席率84．29％

（会長報盲つ
佐藤順治君

1．ボーカルダイナミックス音楽使節団

上記使節団来日に際し、鶴岡市長招待歓迎レセ

プションが18日午後6時より第－イン鶴岡で開催

され、私も招待を受け出席して参りました。

当クラブよりは鶴岡NB友好協会会長の三井さ

ん、それに役員の新棟さんと私の3人でした。

一行は15名、19日より24日迄当地方各地を見学

し、25日朝鶴岡を出発し、福井に向うことになっ

ております。

当クラブに関係あるのは、鶴岡NB友好協会主

催の歓迎レセプションでありますので、なるべく

多く参加して下さい。

2．郡山R．C創立50周年記念式典

昭和11年、東北地方で一番最初に結成された郡

山ロータリークラブ創立50周年記念式に参加して

参りました。19日午後2時より郡山市郡山パーク

ランドホテルで盛大に行われました。

式には松永ガバナー、松平知事、市長などの来

賓と、県内外のロータリアン約700名が出席した

そうであります。

斎藤弥三郎会長の挨拶のあと、創立当時のチャ

ーターメンバーの、東北地方で第1番の活動をさ

れた遠藤安一郎実行委員長が、創立50周年の歩み

を報告されました。

又、郡山の親クラブである東京クラブに記念品、

感謝状贈呈、来賓祝辞のあと懇親会がありました。

（画⊃
秋野　　忠君

○例会時間・場所変更のお知らせ

・酒田R．C

日　時　　5月29日（木）P．M．6：30点鐘

場　所　　日和山会館

・八幡R．C

日　時　　5月25日（日）P．M．6：00点鐘

場　所　普　門　院

・温海R．C

日　時　　5月26日（月）P．M．12：15点鐘

場　所　木の俣　光　慶　寺

○ジュリ【．マックレーンさんの送別会の案内

日　時　　5月27日（火）P．M．5：30

場　所　鶴岡産業会館

登録料　　3，000円

出欠の返事をよろしく

（二重垂亘直垂亘二）佐々木細君

佐藤順治者

秋野　　忠君

○スライドによりユーモアに富んだ説明があった。

組　詳細は訪台の皆さんにどうぞ〝

（：車重垂互〕佐藤　昇署
○親睦家族会のご案内

（鳥海ブルーライン→象潟→酒田日和山）

1．期　日　　6月14日（土）

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



2．会　費　会　　員　　　　2，500円

奥様・お子様　1，500円

3．行　程　往復大型バス

鶴岡産業会館前集合柵出　発一十六羅
8：30　　　　　　　8：40

漢で小憩－鉾立着－鉾立発－奈曽の
10二30　　11：00　11：30

億着－奈哲の滝発－象潟　松瀬館着
12ニ00　　　　　　　12：20

（昼食懇親会）　岬松瀬館発岬酒田
ⅧLO184－43－3148　　　13：50

日和山公園着－日和山公園発－鶴岡産
14：40　　　　　　15：10

業会館着　解散
16：10

中一タリ→財団委員亘
藤川享胤看

○ロータリー財団協力の日のカンパ

1人1ドル（＝180円）以上

9，591円でした。ご協力感謝します。

（ス　マ　イ三ヒ」

飯野準治君　　5月16日、日産のゴルフコンペで

優勝しましたので。

三井　徹君　　ニュー．ブランズウィックの音楽

使節団との親善を深めることを願

って。（ジョイントコンサート・

歓迎レセプション）

玉城俊一君　　故金井氏の銀行葬のお礼と2人目

の孫が、男子でしかも同じ月日（5

．12）に誕生しましたので。

布施隆夫君　　娘に初孫が誕生しましたので。

手塚　拓君　　飯野さんが優勝した「ニッサン・

ゴルフコンペ」を主催しましたの

で。

斎藤庄治君　　新理事長に就任し、荘内日報にも

大きく掲載されましたので。

迎田　稔君　　長男が医師の国家試験に合格しま

したので。

（ビ　ジ　タ二二」

鶴岡西R．C　　菅原隼雄君．瀬尾助三郎君

ロータリー会員数、100万を超す

100万会員という一里塚に到達しました．′　ロー

タリー創立81周年記念週間（1986年2月17日～23

日）に、会員数は100万を上回りました。

100万人目の人の氏名はまだ分かりません‥記念

週間中に入会した新会員の中から3月31日以降にカ

ドマン会長が無作為に選びます。ラスベガス国際大

会さらに関係行事で100万人目の会員を表彰する模

様は、R．Ⅰ．ニュース6月号（国際大会時報）でお知

らせする予定です。

100万会員達成という歴史的出来事に伴い、1週

間の会員増ではロータリー史上最高数を達成したば

かりでなく、記念期間中に70の新クラブ加盟という

快挙を成し遂げました。「ワン・ミリオン・メンバ

ー・クラブ」の新ロータリアンの皆さま、おめでと

うございます。併せて、スポンサーの皆さまにもお

祝い申し上げます。

最も貴重な商品

私達のクラブはクラブ奉仕で何をしていますか？

出席は、他の会員との親睦につながります。あなた

が尽力すれば、各種クラブ・プロジェクトを通じて

地域社会のためになります。あなたが払う罰金はど

うですか？　罰金を払うようなことのないようにし

ましょう．′　あなたの行うクラブ奉仕はあますとこ

ろなく活用します。非常に貴重ですから無駄にはで

きません。



1359 19さ6（昭61．5．27）　　　　晴　　　19

出席報告：会員77名　出席44名　出席率62．86％　前回出席率77・14％　修正出席62名　確定出席率乳57％

（j卓スピーチ〕
ニューメディア「キャプテン」について

最近　各種の通信メディアが出現してきておりま

すが、本日は、鶴岡においても近く利用できるニュ

ーメディア「キャプテン」について紹介致します。

キャプテン（Ca欝al。）（文字図形情報ネットワ

ーク）はひろく家庭等に普及した電話とテレビを組

合せて各種の情報を手軽に入手できるニューメディ

アで、パブリックキャプテン（全国版キャプテン）

とプライベートキャプテン（地方版キャプテン）と

があります。

輯　Character And Pattern Telephone

AccessImformation Network system

山形県では、山形、天童、上山のエリヤでパブリ

ックキャプテン（全国版キャプテン）が6月10日か

らサービス開始するほか、全県的なプライベートキ

ャプテン（地方版キャプテン）は7月から営業を開

始致します。このうち鶴岡では、プライベートキャ

プテンを利用することができます。

キャプテン情報の中身は情報提供者（I Pといい

ます）の提供する情報によって決まりますが、新た

な広報の媒体として、又企業のイメージアップ等、

幅広い観点からの利用方法が考えられており、例え

ばニュース、天気、交通、宿泊、タウンガイド、シ

ョッピング、健康、暮らし等々が提供される見込み

です。

田　中　錦　遺　著

このキャプテンの利用の仕組みは、端末の電話機

からキャプテンセンターの番号を呼び出し、自分の

見たい情報項目（例えば、スポーツ、ニュースなど）

を選択し、テレビ画面で見るようにしたものです。

この場合の通信料は、山形県内は市内通話料と同

じ3分10円となっています。又、必要な情報はボタ

ン操作によりハード．コピーを取り出すことができ

ます。

＃テレビ、電話機、アダプター、プリンター

東北ではすでに青森、福島でプライベートキャプ

テンのサービスが行われています。

次にキャプテンを利用する場合には、テレビ（R

GB端子、ビデオ入力端子のついているものがよい）

と現在使っている電話機のほか、アダプターが必要

となります。アダプターの価格は79，800円、プリン

ターは36，800円となっており、工事料を含めても、

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／

（
市
内
通
話
と
同
じ
）

3
分
1
0
円
　
市
外
通
話
料
金

県
内
の
利
用
者
県
外
の
利
用
者



リース料は月額僅か2，800円程度の負担で利用する

ことができます。

又、すでに述べたように、会社のPR等、情報の

提供者になることもできますが、その場合の料金は

キャプテンセンターに登録する画面数に応じて決ま

ることになります。（例えば、10画面で25～6万円

程度）このようにニューメディア「キャプテン」は

私共の身近かなものになりました。

（NTTでは、天神まつりにおけるNTTコーナr

にも展示しましたが、ご覧になっていただけました

でしょうか）

⊂姦長報奮つ
佐藤順治者

1．去る24日、鶴岡市文化会館において鶴岡青年会

議所創立20周年記念式典が挙行され、私は鶴岡R．

C会長として招待され出席して参りました。

昭和42年7月16日、酒田と合同の認承伝達式が

行われ、以来20年間、地域社会に密着した活動を

続けて来られたそうであります。

又、記念事業のスローガンは「君達の街、鶴岡

だから」ということで、これからも地域社会の発

展に尽していくことを呼びかけておりました。

式典は加藤理事長の挨拶に引続き斎藤鶴岡市長、

県知事（代理）、商工会議所会頭（代理）、又、

加藤防衛庁長官、佐藤志代議士の祝辞等ありまし

た。

式終了後、会場を第一イン鶴岡に移動し、盛大

な祝賀会が開かれました。

2．G・S・Eリーダー味戸道雄君よりお手紙が参り

ました。（5月14日付）

「木村君は非常によくやっており、英会話の力は

抜群であり、真面目なそして明るい性格で、よく

勉強しております。又、ホストの人達からも可愛

がられております。帰国したら是非褒めてやって

下さい」ということであります。

3．会員増強についてお願い

現在会員数77名で、年度初めより3名の減にな

っておりますので、よろしくお願い致します。

（幹事報告）　秋野　忠君

○新入会員として中沢進君（東京海上鶴岡支店長）

が推せんされました。（推せん者．斎藤庄治君）

OG・S・Eの木村君より近況報告あり。

○新年度1986～1987年度の新しい手帳が届いてお

ります。入用の方は事務局まで。

交換留学生ジュリーの

最終例会出席スピーチ

ジュリー．E．マックレー　さん

「サヨナラ」ヲイウトキ

ガ　キマシタ．シンジラレ

マセン．9カゲツガ　タチ

マシタ．

チイサイ　コドモノトキ

ニ　シャシンデ　キモノヲ

キタ　オジョウサンヲ　ミ

ツメマシタシ　サムライノ

モノガタリヲ　キキマンタ．ニッポンハ　シンピト

アドベンチャー　ボウケンこ　ミチタ　ク二　デシ

タ．ニッポンノ　ケイザイ　ヒヤク　セイチョウ

スルノヲ　ミマシタ．ニホンジンタチノ　ケッシン

トイシガ　ツヨイトイウ　インショウヲ　ウケマシ

タ．ミンナハ　ダイニジセカイタイセンノ　カミカ

ゼ　ソウジュウシヲ　シティマス．ソノヒトタチハ

チョット　キチガイト　オモウ　デスケレド　ソン

ケイスル　キモチガ　イッパイアリマシタ．ガッコ

ウデ　二ホンシヲ　スコシダケ　ペンキョウシマシ

タ．ソレデ　キョウミヲ　モチマシタ．

ニッポン二　キタトキニ　ニッポンノ　ブンカ

ナライタイト　オモイマシタシ　レキシノ　バショ

ヲミタイト　オモイマシタ．アマリ　リョコウハ

デキナカッタコトハ　ザンネンデス．ソレニモ　カ

カワラズ　バミューダデ　ニホンジント　ソロノ　フウ

シュウノ　チシキヲ　モッティキマス．　コノ　トシ



デ　ゼンブスキデスト　イエバ　ワタシハ　ウソツ

キデス．ニホンジンノ　カンガエカタト　ワタシノ

カンガエカタハ　ズイブン　チガイマシタ．ソレデ

ワタシハ　トキドキ　ザセツシマシタ．ダンダン

ニホンジンノ　カンガエカタヲ　ウケイレマシタ．

ソレデ　ニホンジンガ　モットヨク　ワカリマシタ．

ニッポンノ　ガッコウト　バミューダノ　ガッコ

ウハ　チガイマス．ミナミコウコオデ　エイゴノ

ティドガ　スゴクタカイト　オモイマスシ　エイゴ

ノ　センセイハ　ホントウニ　ベラベラデス．　セ

ンセイト　トモダチノ　オカゲデ　ニホンゴヲ　シ

ャベラレマス．ワタシト　トモダチニ　ナッタヒト

ハ　トテモイイヒト　バカリデシタ．トモダチト

イッショこ　タイへンタノシカッタコト　シマシタ

スケーティング　トカ　エイガヲ　ミルトカ　カイ

モノトカ　リョウリ　ナドナド．コレカラモ　トモ

ダチデ　イタイト　オモイマス．

ニホンニイル　トキニ　イケバナト　チャノグノ

ペンキョウ　デカケマシタノハ　ホントウニ　ヨカ

ッタ．バミューダデ　キレイナハナハ　イッパイ

アリマス　ソレデ　ィケバナノコトヲ　ヤクニタツ

ト　オモイマス．　チャノグハ　ニッポンノココロ

ソノモノダト　オモイマス．　シズカデ　オダヤカ

デスガ　サホウハ　キビシイデス．

センタイトシテ　コレハ　スバラシイ　ケイケン

デシタ．Most Family tachiニ　ttドゥモ　アリ

ガトウ’’ト　ココロカライイタイト　オモイマス．

ミンナハ　トテモ　シンセツデシタ．　ワタシハ

ニホンゴ　ゼンゼン　ワカラナカッタトキ二　カド

ワキサンタチ　セワニナリマシタ　ソシテ　キット

カソウサセタト　オモイマス．ミンナハ　スゴク

シンポウヅヨイデシタ．パパチャン　ケッシテワス

レマセン．ワタシノカゾク二　オバアサンハ　イマ

セン．ソレデ　コレカラ　ババチャンガ　ワタシノ

オバアサンデショウ！　ホントウニ　ドゥモアリガ

トウ．

フユノトキニ　スズキサンタチハ　ワタシヲ　カ

レラノ　ウチニ　カンゲイシテクレマシタ．　ソノ

3カゲツワ　トテモ　タノシカッタ．ソレデ　ジカ

ンハ　ハヤクタチマシタ．ニッポンニ　イルトキニ

トーキョーノ　リョコウハ　1バンタノシカッタデ

ス．ホント二　二イガタニ　イキタイデシタ．デス

ケレド　サイキン　ワタシワ　タイへンイソガシイ

デシタ．スズキサンノ　ウチハ　スバラシイ　ホー

ムステイ　デシタ．ショウジキニ　ドゥモアリガト

ウ．ツギ　ワコウサンノ　ウチニ　ヒッコシマシタ．

ソノトキニ　マージャン　オボェマシタ．スゴク

オモシロカッタデス．　ウチデ　ttバースデー　パ

ーティ”ヤリマシタ．　トテモ　タノシカッタデス．

オトウサン　ト　オカアサン　ワザワザ　ドゥモア

リガトウ．

ドウイウコトヲ　モット　ハナシタライイカ　ヨ

クワカリマセン．ナゼナラ　ペソノ　スピーチデモ

ハナシタ．ニッポント　ツルオカハ　スバラシイト

コロデス．キタノハ　ヨカッタデス．ホントウニ

アリガトウゴザイマス．

⊂堅牢協議会幸陀〕
山口篤之助署

去る5月17～18日の土、日曜日の2日間、米沢市

で開催されました、1986～1987年度の地区協議の

事についてご報告いたします。

第1日目は、米沢市のニューグランド北陽にて、

次期分区代理・会長・幹事会が、午後3時半点鐘で

行われました。歓迎の言葉、役員紹介に続き松永ガ

バナー、九里ガバナーノミニーの挨拶があり、地区

資金委員長より地区決算の見通しと、次期地区資金

委員長より地区予算案、地区納入金について説明と

次期地区幹事より次年度事業計画、地区組鰍こつい

て説明あって、午後5時頃本会議が終りました。

その中で、

1．ガバナー公式訪問は年度始めの7月29日（火）

と決定されました。

2．地区年次大会は10月11～12日の土・日に米沢

市で行われます。

3．当クラブより地区役員に

（1）石黒P．Gは諮問委員会

職業奉仕カウンセラー



米山奨学委員会

（カ　新穂光一郎君は国際青少年交換小委員会委員

（3）藤川宇胤君は国際親善活動小委員会委員

になられました。

第2日目は、会場を米沢女子高校で本会議は、午

前9時30分点鐘に始まり、「共に奉仕する我々の年

度」と九里ガバナーノミニーのご挨拶があり、10時

50分まで行われました。11時10分より昼食をはさん

で午後2時20分まで分科会、会長部会、幹事部会、

五大奉仕部会と広報部会に分れ、会員の皆様真剣に

勉強され、目的を果たされた事と思います。

G．Nより新年度重点目標に大きく分けて三つあげ

られました。

1．ロータリー情報と広報活動推進について、情

報誌によって問題を掟起して学習や討議のきっ

かけを作りたい。

広報活動を展開して行くために、各種の活動

を写真や解説等を入れて内外に広報して行きた

い。

2．地域に見合った奉仕活動の展開

○心豊かでたくましい青少年を育成するための

環境づくり

○頼る事の少ない高令者への心づかい

3．海外との交流、青少年交換

今年度はとりあえずアメリカより高校生を短

期受入れてみたい。

と、以上重点目標を発表されました。

最後になりましたが、次期幹事さん市川、庄司、

布施、中江、塚原、坂本、佐々木各委員長さんに松

山さん、朝5時半出発で、最後まで大変ご苦労様で

ございました。

（ス　マ　イ　ル〕

田中錦造君　　始めて会報を担当し、勉強の機会

を与えられたので。

石黒慶之助君　　田中さんのスマイルに感激し、自

分も米沢の地区協議会、郡山、福

島と旅行しながら苦労したので。

（ビ　ジ　タ「」

鶴岡西R．C　　斎藤喜一君．鈴木次良君

ォ十・十●・★r◆‥　－ト・

ヰ　ロータリー教室冊
◆・ヰ‥一斗∴・■よ・・

ポリオとの闘い、最新ニュース

1月18日に、約1，200万人のメキシコの児童が、

全国レベルのポリオ予防接種日においてポリオの免

疫を受けました。ロータリー財団はこの大事業と、

3月15日に予定されている予防接種日のためにワク

チンを提供しました。

1990年までに世界の全児童に免疫を受けさせる力

になるというロータリーの誓約に応えるために、来

る4年間、ロータリー財団への寄付を2倍に増やさ

なければなりません。目標は1億2千万ドルです。

エド・カドマン会長が、国または地域に44のポリオ

・プラス募金委員会を設置し、その委員長を任命し、

組織的活動が進行しています。各委員長は、地区ガ

バナーやクラブと緊密に協力し、募金を推進し、全

国的または多地区の催しを組織し、寄付に対し表彰

することになっています。

世界的なロータリーの活動を支援するために、手

引き、視聴覚資料、パンフレットが作成されている

ところです。援助方法に関する詳細については、地

区ガバナーまたは中央事務局のポリオ・プラス・キ

成功の確固たる基盤

口一夕リアンは、実業や専門職業の仲間と、毎日

交流することによって、奉仕の理想というものが、

仕事のうえでの、成功をもたらす真に確周たる基盤

になりうることを、顧客や依頼人、仕入れ先、同業

者、そして、同僚などにしめす機会をあたえられる

ことになります。
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（垂互∃⊃
中　近　東　を　旅　し　て

オイル・ショック以来、

マスコミを最もにぎわした

言葉は「甲近東」と「アラ

ブ」だと言われています。

また、大きく変容したのも

この地域だと言われていま

す。

中近東は普通、東はアフ

J

ガニスタンから西はモロッコまでで、その中心をな

すのがアラブ諸国です。これらの地域に興味を持ち

始めたのは、日本で経験出来ない沙漠への単純な憧

れからでした。ところが、三度四度と中近東への旅

を重ねているうちに、私達の慣れ親しんだ欧米文化、

仏教・農耕を基盤とする日本文化とは、全く異なる

イスラム文化へと興味の対象が移っていった気がし

ます。

ところで、中近東・イスラム・アラブといった言

葉は、ややもすると血生臭いニュースや、四人妻と

いった興味本位のことを連想しがちです。しかし、

これらは日本人にとって馴染薄さからくる誤解であ

ることに気づきます。

中近東の中心をなすアラブ諸国の「アラブ」です

が、どうもつかみどころのない、厄介な言葉のよう

です。どうも民族的な意味に用いられることが度々

余目高校教諭　木　村　喜代志　氏

有るようですが、単なる民族でも、ましてや人種で

もない、もっと漠然とした意味の言葉のようです。

といいますのも、アラブを「アラビア語を母国語と

し、アラブであることを自覚しているもの」、ある

いは「イスラム文化を誇り、アラビア語を愛するも

の」と定義している学者がいることからもわかります。

しかし、狭義のアラブは、アラビア半島の遊牧民、

すなわちべトウィンを指していたことが知られてい

ます。彼等は根からの沙漢の民らしく、自分達の祖

先は沙漠の砂か、ラクダの糞から生まれてきたと考

えていたといわれています。

ここで問題にしたいのは、「アラブ」と呼ばれる

ようになった人達の祖先の故郷は、どこだったのか

ということです。別の言いかたをすれば、アラビア

半島で、最も早く人間の住み着いたところはどこか

ということです。今日、沙漠に生活の場を求めてい

る人達も、はじめは、水の流れる、草木の茂るとこ

ろに住み、そして、何かの弾みで、沙漢に押し出さ

れたと考えるのが自然的と思います。

アラビア半島で水のあるところ、降水量に恵まれ

たところとなると、北イエメンとオーマンです。

北イエメンは、一口でいいますと高原の国です。

（資料3∴地形）　富士山よりも高い山を抱える大

変な山岳国の顔をも持っています。そのため、イン

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



ド洋から吹き込む夏のモンスーンが、これらの山腹

に突き当り、乱気流をおこし、雨をもたらすと言わ

れています。

今年のイエメン旅行中二度雨に見舞われました。

そのうちの一度は、グリーン・シティーの別名を持

つイブで遇いました。落ち着いた降りっぶりで、年

間1000ミリに達するということを納得しました。こ

の降雨が、モカ・コーヒーや棉花をはじめ豊かな実

りをもたらし、シバ王国の基盤をなしていたとされ

ています。そして、古代ギリシャ・ローマの人々が

「多幸なアラビア」と憧れをこめて呼んでいたのも

この雨に負うところが大きかったと思います。（資

料2．歴史）

ここアラビア半島の南西部は、三千数百年あまり

の大昔から、はっきりしない人達が現われては国を

造り、滅んでいったところで知られています。

以上のことから、北イエメンを、アラブの故郷と

してとらえることが可能かと思います。

さらに、イエメンの地理的位置と、深い谷で区切

られた複雑な地形のため、国の実情がはっきりした

のがわずか4～50年前という新しい顔を持つ国でも

あります。

また、オスマン・トルコ等の宗主権下でも、実質

的独立を保ち続け、1962年まで自治都市を残し、今

日でも中央政府から独立的な民族が14もあるとされ

るなど、その後の変化が少なく中世的色彩を残す、

いまどき珍しい国でもあります。

このようなイエメンの旅を通して、他のアラブ諸

国と違う、イエメンの特徴的なことを少しまとめて

みました。

まず、空港に着いた途端、大部分の男が体の正面

に、大型の短剣・ジャンビアを差しているのに驚き

ました。用途をたずねると、護身用と答えます。実

際街のいたるところでジャンビアの研師の姿を見か

けました。しかし、実際に手にしてみると鋼特有の

重さはなく、多分に男の装飾・シンボル的なものと

いう感じでした。

次は、噛みたばこの一種とも言える「カート」です。

夕方ともなると、街の一角は、カ【卜を売る人、

買う人でごったがえしはじめます。3～40センチの

長さの小枝を無造作に束ねたものや、小枝の先の部

分だけを木の葉に包んだ極上品と様々です。これを

仲間同志で部屋やロビーや守衛室や茶店で噛み始め

ます。新芽はちぎってぼりぼり、若葉は一枚一枚指

で確かめてむしゃむしゃとやります。飲み込むので

はなく、噛みながら口に溜めていくので、頬の一方

が大きく膨らんできます。三度ばかり試みたが、青

臭みと共に、渋み、苦みが口一杯に広がり、カゼ薬

を飲んだ翌日のように、舌がなんとなく厚ぼく感じ

られました。

彼等は、カートの効用を眠気を取り払い、疲れは

感じられなくなり、そして、力強くなると信じてい

るようでした。ところが、サダで会ったドクターは

体にいいはずがないと言いきっていましたし、長く

続けると、腹の病を起こしやすくなるし、食欲も性

欲も無くなるということで、悪いことづくめでした。

噛みたばこの一種とは言っても、ろれつが廻らな

くなり、陶酔しきった目っきを見ていると、覚醒剤

の一種といったほうがよさそうでした。

三つ目は、段々畑と集落です。急斜面を可能な限

り耕して、てまめに石積みをした見事なものです。

その間の岩尾根や頂に、一塊となって集落がみられ

ます。扇状地の扇端に立地する自然発生的な集落と

は全く異なるものです。要するに、生活の便利より

も、外敵に対する備えの方を優先したものです。従

って、水くみ、水運びが大変な仕事に思えました。

この光旨を見たオーストラリア・スイス人の女性が

「これでは、イエメンの女性はロバと同じではない

か」と憤慨していたのが印象的です。

また、イブから8キロばかり山に入ったジブラで

家の内部を見る機会がありました。だいたいイエメ

ンの家はノッポで、石づくりです。彼の家は、入る

と土間の広間があり、ニワトリが遊んでいました。

広間に面して、三つの入り口があり、その一つが彼

の部屋でした。カラフルなカーペットが敷かれ、肘

かけのクッション、机などがあり、結構物が豊富な

感じを受けました。彼の子供達も集まり、二時間ば

かり楽しい時を過ごしましたが、当然奥さんは姿を

＼、≠／



見せませんでした。要するに、ここは「男の部屋」

なのです。帰り際、広間に面したもう一つの入り口

から、こっちをみる女性の目を感じました。夫以外

の男性は決して入ることの出来ない「女の部屋」だ

ったようです。

衣で目を引くのは、「フ一夕」と呼ばれる男性の

スカートです。マレーシア人の民族衣装と」脈通じ

るものです。シバ王国とその前のミナ王国はインド

と往来があったと言われているので、それらを裏づ

けるものの一つかも知れません。女性はベール・チ

ャドルをかたくなに守っていましたが、その種類は

三つ位に分けられそうでした。ただし、紅海に面し

たティハーマ地方ではベール姿は殆ど見られません。

食で特別注目されるものはありませんでした。最

もボブユラーなものは羊レバー・ピーマン・タマネ

ギを池でいためた「キブドウ」と、ソラ豆をとろ火

で煮た「フル・ムダーミス」でした。これらを、イ

ースト菌の入らないパンでつまんで食べていました。

ご飯もありますが、他の中近東の国ぐにと同じくき

つい味の付いたものです。パンは只ですが、飯は一

品料理です。従って、飯をおかずにパンを食べるこ

とは、珍しいことではありません。食事は全て手で

すが、スパゲティー（マカロニと呼んでいた）を素

手で食べるのにはいささか参りました。

次は、イエメン人の年間所得ですが、平均で300

＄前後で世界最貧国の一つです。ところが、個人所

有の車が走りまわり、カートに一目数千円かそれ以

上の金をかけていると聞きました。大衆食堂で食事

をすると、300から300円もします。ホテル代は、

これ以下はないという最低でも1，000円はします。

まずまずのところだと5，000円は覚悟しなければな

りません。一般的にかなり物価の高い国です。就業

人口の80％以上は農業だというのに、野菜を除けば

全て輸入です。輸出と言えば、僅かにコーヒー（モ

カ）くらいです。街には物が溢れていますが、全て

輸入品です。勿論、貿易収支は大幅赤字です。それ

でいながら国家財政破綻と言うこともありません。

その理由は、サウジアラビアを中心とする産油国へ

の出稼ぎ者の収入のためです。その数は、144万人

を数えています。人口は700万人です。その半分は

女性です。さらに、老齢人口と幼少人口を除くと労

働人口は170万人位だと思います。そのうちの144

万人だから、出稼ぎはイエメン最大の産業と言えま

す。

不思議に思えたことの一つに、南イエメン産のタ

バコを売っていたことです。国交断絶の国のものが

首府サヌアでも堂々と売られていました。一体どう

いうルートで輸入されているのかと思ったら、サウ

ジアラビア経由だとのことでした。

いずれにしましても、やたらと国旗は見えるけれ

ども、イエメン・アラブ共和国という国が見えない

不思議な国という印象を強く受けました。

資　料

1．位　　置

イエメ　ン′・アラブ共和国

2．歴　　史

B．C．30C　　シバ王国成立

B．C．7C中　マアリブ・ダム

「

潅漑農業・アフ

リカ（ェチオピ

ア）植民地

巨大な富

丁

ギリシャ・ローマからttアラビア

フェニックス”と呼ばれていた

120年　　ダム破壊→シバ王国衰退へ

ttシバの女王”の国一一一3000年ほ

ど前に実在

伝説によると、ソロモンの名声を聞



いて、その知恵を試すためイスラエ

ル王国を訪ねた。そして、彼の子供

を宿して帰国した。その子供がェチ

オピア帝国を築いた最初の皇帝とさ

れている。

その後、エチオピア、ササン朝ペル

シャ、ポルトガル、オスマン・トル

コ、イギリスの侵略をうける。これ

に加えて、キリスト教、ユダヤ教、

イスラム教のごたごた問題もからむ。

1918年　　イエメン・アラブ王国成立（しかし

1962年まで自治都市が存続）

1931年　　イギリス人

バートラム・トーマス

1932年　　イギリス人

アブドッラ・フィルドー

実情がや

っと知ら

れる

1962年　　革命により、イエメン・アラブ共和

国成立

1962～70年　内乱起こる。エジプトとサウジアラ

ビアが介入

1967年　　商イエメン人民共和国成立

3．地　　形

ルナア～ハリ

む　　　　免

（会長報告）
佐藤順治者

1．ジュリーさん帰国

去る5月27日午後5時30分より当産業会館4階

第2会議室に於て、ジュリーさんの送別会を開催

致しました。

出席者は、ジュリーさんのホーム．ステイの皆

さん、南高校の先生方、学校のお友達、それに当

クラブ会員を加え約40名でした。

秋野幹事さんの巧妙な司会のせいか、送別会に

相応しい雰囲気が盛り上り、盛会でありました。

尚ジュリーさんは30日、若生さんの車で鶴岡を

出発し、山形空港より帰国の遠につきました。

若生さんには、ジュリーさんが去年8月22日当

鶴岡に到着以来、30日の帰国する迄大変お世話様

になりまして、ほんとうに有難うございました。

厚くお礼を申し上げます。

2．白坂久さん退会

白坂さんは昭和58年6月入会されましたが、こ

の度大宮市、日本交通公社関越営業本部に栄転の

為、退会することになりました。

これ迄約3年の間、クラブ運営に関しては大変

なご尽力を頂き、ほんとうに有難うございました。

特にご職業柄、出張、旅行など、殊に訪台につい

ては格別のご配慮をお願いするなど、唯々お世話

になりっぱなしという感じでございます。

尚、新任地に行かれましたら、お身体には充分

気をつけられ、頑張って下さい。

（幹事報告）　秋野　忠君

○会報到着→鹿児島西R．C

O台中港区扶輪社15周年記念式典参加へのお礼状

○（社）鶴岡青年会議所創立20周年記念式典が、成功

裡に終了した事のお礼状。

○中田敏和君（東京海上）の新任地着任のあいさつ

（退会挨拶）　白坂　久看

大変急な転勤でございまして、6月1日付で埼玉

県大宮市の営業本部の方へ参る事になりました。あ

と3回出席すれば3年間皆出席となる所でございま

すが、大変残念であります。埼玉に私の出身地でも

ありますが、妻と次男が新潟に居りますので、逆の

形の単身赴任となります。

私の後任に高崎から富田と言う者が参りますので

よろしくお願い致します。3年間いろいろとお世話

になり、大変ありがとうございました。



（委員会報告）

∴出席‾委員鞋・

委員長代理　秋野　忠君

〇年間皆出席

15年間皆出席　　市　川　嘩　雄　君

15　　〝　　　　佐　藤　噸　治　君

12　　〝　　　　飯　白　祐　倍　君

10　　〝　　　　丹　下　誠四郎　君

05月100％出席　51名

秋野．阿蘇．張．藤川．布施．飯白．石川．石黒

板垣（俊）．市川．飯野．川村．栗谷．小池．小松

加藤（和）．皆川．風間．松山．塚原．三井（賢）．

嶺岸．迎田．松田（貞）．松田（士）．中江．村中．

関原．佐藤（忠）．佐藤（噸）．佐藤（衛）．佐藤（友）

佐藤（元）．新穂．菅原．鈴木（善）．鈴木（弥）．佐

藤（陸）．庄司．坂本．碓氷．佐々木．斎藤（昭）．

白坂．丹下．富樫．高田．手塚（拓）．若生．山口

（甥際青少年計画申套〕

ジュリーの帰国に寄せて

若生恒古君

8月22日来日から早10ケ月になり、5月30日11時

に帰国の途につきました。この10ケ月間、ロータリ

アンから寄せられた数多くの御指導、御厚情に対し

ジュリーにかわり厚くお礼を申し上げます。

27日のさよならパーティーには多くの皆さんから

御参加していただき、心より感謝申し上げます。

アメリカの学生ステファニー（寒河江R．C）と寒

河江R．C4名と共に山形空港3時40分全日空の機上

の人となり、羽田から新橋第一ホテルへ一泊され、

31日3時25分、大韓機にてソウル経由ケネディ空港

そして翌日、祖国バミューダの自宅へ、日本時間2

日の午前3時に無事帰ることが出来ました。少し疲

れた様子の電話でしたが、私と家内も肩の荷がおり

一安心して床に就きました。

8月に釆鶴された時は大型バック2つの荷物でし

たが、帰る時は60kgの荷物となり、数多くの御土産

物で、ジュリーは大変喜んでおりました。御土産以

上に多くの友達と接し、大変楽しい日本の思い出を

自分のものにしたものと確信しております。

特に茶道、生け花には特に興味を持っていたよう

でしたし、又、25日の天神祭りには編笠と長ジュバ

ン姿で化け物になり、市内を歩いたのも、一つの思

い出となった様子でした。

学生としても県立南高の先生運ともスムーズにい

き、歴史・文化等も学ばれ、斎小学校、西高校、山

添高校、鶴工高にも紹介され交換されました。

私が直接感じ、反省する点を2、3あげてみます。

ジュリーの場合、バミューダのR．Cからロータリー

について何の教育も受けないで来たので、ロータリ

ー行事よりも学生個人の行動が優先するとの考えな

ので大変苦労したし、又、ロータリアンとの交換も

少なくなかったと思う。

地区委員会にはオリエンテーションが2回もある

のだから、その中でロータリーについて話しをして

戴きたい。

県立南高に入ったが、進学校の環境の中なので、

後半先生も生徒も少し関心が薄れた様子なので、私

は実業高校の方が日本の本来の高校生活が楽しまれ

たのではないか。

西クラブにレズリーが来ているので、2人だけの

生活になる事が時々あり、あまり近いところで二人

一緒の受入れはホスト．ファミリーが大変です。

最後にR．C予算100万円の大事業でありながら、

100万以上の価値があったかが心配であります。

ほんとうにありがとう御座いました。

〔ヱログラム委貞り　市川輝雄署

クラブ創立27周年記念元幹事、物故会長を偲ぶ。

（エピソード各10分以内）

第1回　6月10日

会　　長　　　　　幹　　事

初代・2代　小　花　盛　雄　　津　田　晋　介

3代　　三　浦　岩次郎　　小　池　繁　治

4　代　　佐　藤　伊和治　　三　井　賢　二



第2回　6月17日

会　　長　　　　　幹　　事

5　代　　池　内　方　平　　石　黒　慶之助

6代　　斎　藤　栄　作　　新　穂　光一郎

7代　　早　坂　源四郎　笹　原　桂　一

8　代　　斎　藤　得四郎　佐　藤　　忠

（親睦活動委員会）佐藤　忠君

会員誕生　　張　　紹淵君．布施隆夫君

石黒慶之助君．松田貞夫君

高橋良士君．高田耕助君

田　申錦造君

奥様誕生　　斎藤美代子様．斎藤　　和様

（j：互∃＝∈）
小池繁治君　　第3回鶴岡「一枚の給」絵画展を

6月7日P．M6：00～8：00銀座会

館2階でご招待会開催致しますの

で、ぜひご参加下さい．。

斎藤庄治君　　山形新聞に掲載されたので。

碓氷節碓君　　鶴岡電子計算センターで計画致し

ましたワープロの無料講習会にぜ

ひご参加下さい。

佐々木詰彦君　　去る5月27日P．M．9：00よりYB

Cでラジオドラマが放送されまし

た。原案を私が書いた事を記念し

て。

阿部与十郎君　　荘内日報に掲載されたので。

若生恒吉君　　交換学生のジュリ【のホーム．ス

テイが無事終了した事と、クラブ

の皆様方からのご協力に感謝して。

（j　ジ　タ　二つ

鶴岡西R．C　　菅原隼雄君．村山　　貢君

立川R．C　　　滝　　禅源君

十十・十◆・★ト†■・ヰ」・

ヰ　ロータリー教室餌
◆・ヰ‥′ヰ∴・■泉．‥

クラブへの課題：若い人の入会

各クラブに採択してほしい年間目標をR．Ⅰ．が設定

しました：年度初めより会員の平均年齢を引き下げ

てロータリー年度を終えることであります。

このようなわけで、クラブに若い人を入会させる

ことが重要となりました。理事会が言っているよう

に、できれば、「親睦活動にスムーズに溶け込める

ように、3人以上同時に入会させて下さい」

財団補助金受領者やローターアクターで適正な資

格条件を保持する人に重点的に入会を勧めることも

理事会は要請しています。アディショナル正会員と

して、また、シニア・アクチブ会員によって空席と

なった職業分類を充填するものとして、このような

人を考慮できることを見逃さないで下さい！

ロータリアン必携，第2巻の会員に関する章、並

びにクラブ会長必携中の委員会資料を読んで下さい。

クラブに活力と新しい息吹をもたらすことのできる

若い人を直ちに探しにいくよう会員に奨励して下さい。

クラブ相談室

圃二ロータリーに26年間在籍したシニア・アクチブ

会員が、私達のクラブから75マイル（120キロメー

トル）離れた場所に住居と事業所を移しました。最

も近いロータリー・クラブでも50マイル離れていま

す。彼はロータリアンでい続けたいと熱望していま

すが、規則正しく出席することもメークアップする

ことも難しい状況です。私達としては、この人を失

いたくありません。何か方法がないでしょうか？

薗：この人が65歳以上なら、クラブ理事会は出席規

定の適用を免除できます。しかし、新しい地域社会

にロータリー・クラブを結成するほうが理想的方法

であります。結成できるかどうか、この人に調べて

もらってから、地区ガバナーに相談して下さい。

＼一／
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出帯報告：会員汀名　出席55名　出席率78．57％　前回出席率81．43％　修正出席64名　確定出席率91．43％

（完員スピ二子‾〕

創立27周年記念会員スピーチtt物故会長を偲んで－、

初代・二代目会長小花盛雄氏を偲んで

本来ならば当時の幹事であった安藤定助君がスピ

ーチするべきですが、退会されましたので、替って

私からお話致します。

鶴岡R．Cの設立に関しては、山形R．Cの安斎徹先

生が何回も鶴岡に足を運ばれまして、大変ご苦労を

おかけ致しました。実際上は初代会長の小花先生と

幹事の安藤定助君と安斎先生と3人のご苦労による

ところが大変大きいと考えられます。

小花先生と私はあまり接触する機会が少なかった

のですが、当時の会場がひさごやで開催し、月の初

めの例会にはお酒も出たのであります。たまたまそ

の席で、大変うまそうに上手にお酒を飲んでいるよ

うでしたので先生に、お酒は好きですかと尋ねます

と、先生は、「世の中でこんなうまいものはないし、

神様がよく作ってくれたもんだと感謝している」と

申されました。大変にお酒は好きだったようでござ

います。

それから、先生は短歌にも大変造詣が深く、斎藤

茂吉先生の一番弟子と言われた結城哀草果先生が月

に1度位の割合で自宅に来られまして、同好の志の

チャーターメンバー　津　田　晋　介　君

方々が集まって、短歌の研輩を積んでおられたよう

でしたが、或る時小花先生が私に向って、斎藤茂吉

の作った中で一番いい歌を知っているかと尋ねられ

まして、当時の私は知らなかったのですが、山形県

が生んだ日本でも最大の歌人の作品を知らないでは

だめだとしかられた思い出があります。その歌は、

「最上川　しらさか波の立つまでに　ふぶく夕べと

なりにけるかも」の一首でありました。茂吉自身と

しても、芭蕉の「きみだれを集めて早し最上川」に

匹敵する作品がこの歌であると自負しておられたし、

又、自信も持っておられたとの事でございます。

その他にも先生は、オーケストラ等にも関係して

おりまして、きわめて多才な方でありました。

今から約10年前に膵臓ガンにて故人となられまし

たが、その同じ年に相前後して、同じクラブの会員

の五十嵐伊一郎さんが忘くなられましたが、彼も小

花先生と同じ65才でありました。

小花先生は膵臓ガンという病気のため、非常に衰

弱されて、見舞い等も拒否されたそうですが、対象

的に五十嵐さんの場合は、自宅で夕食後テレビを見

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



ておって、時間なのでそろそろと思い奥様が声をか

けたら、冷たくなっていたとの事でした。人間の最

後は死を覚悟しての不治の病で死を迎えるか、死と

いうものを考える暇もなく死を迎えるか、どっちが

良いものかと真剣に考えた事がありました。

小花先生は鶴岡にロータリーを作ったと同時に、

庄内にロータリーの灯を灯された方だと考えます。

人間は誰しも、意識するとしないにかかわらず、

使命をもって生きていると考えられますが、小花先

生は多方面にわたって活躍されました。65年間の生

涯は短かかったかも知れませんが、充分に使命を果

された人生ではなかったかと考えられます。

今は亡き小花先生を、ロータリーの例会に出席し

ながら、時々面影を偲んでおります。

第3代目会長三浦岩治郎氏を偲んで

昭和36年から37年にかけて会長を務められました

三浦岩治郎さんは測量事務所を経営されておりまし

て、石黒慶之助さんの叔父に当る方でありまして、

非常に洒脱な方でありました。

会長就任の挨拶の時に言われた事ですが、小花先

生が二代にわたって非常にしっかりした路線を敷い

ていただいたので、自分の代には、そのレールに乗

って、せめてそのレールからはずれないようにしな

がら、コーヒーの一杯も飲みながら、リラックスし

てやっていきたいと思うと述べられました。

非常に人柄があったかい人でありましたが、大雪

の年に屋根の雪おろしをやった時の心蔵病が原因と

かで、あまり長く病床につく事もなくお亡くなりに

なったと思いました。弔辞を読んだ中でも申した事

でしたが、春の陽が当っている日向の壁によりかか

3代目幹事　小　池　繁　治　署

った時にぬくもりを感ずる時のような人であったと

表現させていただいた事があります。

それから、私の会長時代には金井勝助さんに非常

にお世話になった事がありました。それはロータリ

ーの事で失敗した時にいろいろとかけずり廻ってお

りまして、思い余って金井さんにご相談を申し上げ

たところ、金井さんは熱すぎる風呂に入った事があ

るかと申されまして、その時のようにだまって時の

たっのを待ちながら物事を処するのも必要な事だぞ

と教えていただいた事を思い出します。

三浦岩治郎さんからは、あったかい人柄を教えて

いただき、金井勝助さんからは物事に処する心がま

えを、当時非常に未熟であった私をご指導いただい

た事を今でも大変感謝致しております。

第4代目会長佐藤伊和治氏を偲んで

私は入会して半年位で突然幹事の指名を受けまし

た。ロータリーの事など全然知らない状態で引き受

けさせられたのであります。

佐藤伊和治会長さんにとっては非常に心細い幹事

であったろうと考えられます。それでも毎日のよう

にきまった時間に同じ口調で電話があり、ちょっと

相談があるんだということで五日町の事務所の2階

4代目幹事　三　井　賢　二　君

に通ったものであります。

何もわからないままに手続要覧を2一一3度読みま

して、何んとかアウトラインだけをつかんだのであ

ります。

会長さんも、会長必携を非常に良く勉強しておら

れまして、各ページが赤ペンでまっ赤になっておっ

たと記憶しております。何もわからない私に親切て

、′ノ
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いねいに教えていただいた事を心から感謝致してお

ります。非常にまじめな方であったと思います。

或る時、仙台に於て地区協議会が開催されました

時に、当時は半分位の方々が奥様同伴でありました

ので、大変良い雰囲気でもあった故ですが、佐藤会

長と三浦岩次郎さんご夫妻が帰りに温泉旅館に泊ら

れた時の話でございます。二人でゆっくりと温泉に

入ってくつろいだのであります。三浦さんが一足先

に風呂から上ったので、間もなく佐藤会長も風呂か

ら上りパンツをはいたところが、どうもしっくりし

ないのでよく見ると、どうも三浦さんのパンツらし

いので三浦さんに聞いてみると、まちがいであった

と、二人で大笑いしたと、後日に我々におもしろお

かしく楽しそうに話されていた事を思いだします。

それから佐藤会長は、当時はやっていたttこんに

ちわ赤ちゃん”の歌をしぶい声でうたうのが得意で

ありました。或る親睦の会合で、佐藤会長が少し遅

れてきましたので、私が遅れた人は皆さんが歌う事

になっておりますといいますと、会長は、自分のロ

ータリーの定款にはそんな事は書いていないと申さ

れましたので、私の持っているロ【タリーの定款に

は、まちがいなく書いてありますと頑張りまして、

歌ってもらった事もありました。

それからは毎々その歌を聞かせてもらったのです

が、奥様からはあまり歌わせないで下さいと申し入

れもありましたが、一杯飲んで雰囲気が良くなると

持意の歌を聞かせていただいたのが、なっかしい思

い出であります。

（j長報草⊃
佐藤順治者

1．6月9日は当クラブの創立27周年記念日であり

ます。その記念として、ささやかでありますが、

お祝いの餅を準備致しました。お持ち帰り願いま

す。

2．松田貞夫さん退会

松田さんは会社の都合上、東京本社に転勤する

ことになり、今月限りで退会することになりまし

た。松田さんは、昭和56年9月22日入会され、今

日に到る迄4年8ケ月の間クラブ運営にあたり、

多大の貢献をして頂きましたことは、皆さんご承

知の通りであります。誠に残念ですが止むを得ま

せん。

尚、退会のご挨拶は最終例会日の6月24日にお

願いすることになっておりますが、送別会などの

都合もあるかと思い、本日発表させて頂きました。

「釘事報告）
秋野　　忠君

○ロータリー適用相場変更のお知らせ

ロータリーレート6月1日より（現行180円）

1＄175円に変更。

○ロータリー財団への寄付（ポール・ハリス・フ工

ロー関係も含む）も同じく1＄当り175円が適用

されます。

（新会員紹グし）
斎藤庄司看

中沢　　進君（東京海上火災保険㈱鶴岡支店長）

生れ年　　昭和18年

出身地　　群　馬　県

家　族　　奥様とお嬢様一人

趣　味　　スポーツ、バレーボール

（新会員挨拶〕
中沢　　進署

ご紹介いただきました中

沢でございます。前任地は

群馬県の前橋でございます。

この地域の皆様方や、創立

27年の長い伝統を誇る当ク

ラブを通して、いろいろと

ご指導をいただきたくお願

い致します。

前任者中田同様によろしくお願い申し上げます。



∈空コよりの幸陪）
三井　　徹署

国際平和年を記念して公式ポスターが作られまし

たが、今回始めて日本から、東山魁夷氏の「二つの

月」が選ばれました。原画は東山画伯の指定により

画伯の北欧シリーズの中から「二つの月」が選ばれ

た。英語版、仏語版、　語版の三種類で、合計5干

部出版。近くユネスコ本部から各国ユネスコ国内委

員会及びユネスコNGO団体を通じて配布される。

Gマイ　ルつ

津田晋介君　　三井先生の病院で孫が誕生。

三井　徹君　　津田先生のお孫さんが当院で誕生。

嶺岸光吉君　　津田先生のお孫さん誕生を媒酌人

としてめでたし。

吉野　勲君　　創立㌘周年記念品に当社の製品を

おっかいいただいて。

（ビジ　タ二⊃

鶴岡西R．C　　中村　紘君．児玉光弥君

ロータリー小史1

「寒い冬枯れのシカゴで、ロータリーを創立した

とき、今日のように隆盛な世界的運動に発展すると

考えましたか」とポール・ハリスは生前、しばしば

このような質問をうけたといいます。

これに対する最高の答えは、1947年1月27日ポー

ルが亡くなる前にかきあげた、ロータリー創立記念

メッセージのなかにみられます。そのメッセージの

なかで、彼はつぎのように書いています。

「1905年には、ロ【タリーがこのような世界的運

動になろうとは予想していなかった。早春のころ、

あまり大きくなりそうにない若木をうえるとき、人

はいつの日かそれが、亭亭たる大木に育つであろう

と確信できるだろうか。それは雨と太陽－神の摂

理の微笑にまたなければならないのではないか。若

葉がはじめてもえでるのをみるとき、そのときこそ

人は大いなる木陰を夢みることができるのである」

ロータリー運動は、1905年2月23日の晩、乱雑に

広がったシカゴの街で孤独と疎外感に悩む青年弁護

士ポール・ハリスが、かねてあたためていたアイデ

ィァについて話しあうため、3人の友人と会合した

ときうまれました。その3人とは、石炭商のシルベ

スター・シ【ル、鉱山技師のガスターバス・E・ロ

ーア、そして、仕立業のハイラム・ショーレーでし

た。ポール・ハリスとこの3人は、シカゴ市内のユ

ニティ・ビルにあるローアの事務所で落ちあいまし

た。このユニティ・ビルはシカゴの北ディアボン街

127にいまなおあります

この会合でポール・ハリスは「実業人が友愛の気

持をもって親しみあい、仕事のうえでの知りあいの

輪を広げていくために定期的に集まる会をつくる」

というかねてからのアイディアを提案しました。こ

れについて、4人がいろいろと話しあった結果、一

つの職業から1人だけを会員としてえらんで、男性

のクラブをつくることになったのです。このクラブ

は過に1回、会員の店あるいは事業所を、輪番に会

場としてひらくことにきめました。会場を輪番につ

かうことにしたのは、会員がおたがいの仕事につい

て、よく知ることができるようにするためでした。

この輪番にちなんで、クラブの名称を「ロータリー」

としたのです。

（次回に続く）

＼、／ノ
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〔会員スピー≠⊃

創立27周年記念会員スピーチtt物故会長を偲んでl、

第5代会長池内方平氏を偲んで

当時は東北6県で第352地区を構成し、ガバナー

は村上正徳先生、R．Ⅰ会長はカール．P．ミラーの

ターゲットは「個人対個人、クラブ対クラブ、地区

対地区」でありました。

わがクラブは創立5年目に入り、やっとロータリ

ーとはどんなものか判りかかってきた頃で、tt親睦

か奉仕が’などとの論争が度々起っていました。会

長は「バランスのとれたプログラム」を強調され、

奉仕活動をスム【スに運営された名会長でありまし

た。特に家族ぐるみの親睦活動に重点を置かれ、当

時夫人同伴の会合は鶴岡では馴染みの薄い頃でした

が、しとやかな美人の奥様と共に小花・三浦・佐藤

の元会長夫人を引き出し、会員にも夫人同伴を要望

されました。クリスマスは勿論、酒田クラブとの合

同家族会を賑やかに行われた記憶があります。その

当時から私の家内もしぶしぶロータリーに顔を出す

ようになりました。

現在、未亡人となられた元会長夫人とは、三井徹

夫人共々会合を続け、仲良くさせて頂いております。

これはロータリーの発展に役立ちますので、クリス

第5代幹事　石　黒　慶之助　君

マスなどには、池内さんの遺志を尊重し、元会長夫

亡人にもご案内されては如何でしょう。

池内会長期には、米国大統領ケネディの暗殺や新

潟地震や、鶴岡市と大山町との合併がありました。

特に例会の会長スピーチ中に地震がおこり、例会が

中断される珍事はめったにあることではありません。

当時会場はひさごやであり、私がテープ録音中で、
It何んか地震のようです。皆さん退避…’’でテープ

が侍りました。会長は沈着冷静であり、直ちに例会

を閉じ、会員に帰宅を命ぜられました。私は軍司令

官のような決断に感銘しました。

池内さんは国際電気の社長であると同時に、株式

相場の博士みたいな人。「経済の動向を見るために

は株式研究が最もよい。頭の体操みたいなもの、老

化防止に役立つよ」と云って、例会の帰りは毎回荘

内証券に顔を出していました。

私が入会6年目、54才の時、10代目の会長に強引

に指名したのも池内さんと佐藤伊和治さんでした。

お2人の強力な圧力に屈服し、幹事も副会長も経験

していない私に無理やりロータリーを勉強させられ

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



現在に到っております。ロータリーでは強要は禁じ

られておりますが、頼まれたらNOと言わない慣習

があります。自分もやれば出来るんだという自信を

つけるのも、ロータリーの人間形成と思い感謝して

おります。

第9代会長斎藤得四郎氏を偲んで

会員には斎藤さんが大勢おられますので、みんな

は得四郎さんと呼んでました。得四郎さんと云えば

美術に非常な造詣深い万で、白薙社の会員でもあっ

たと思いますが、絵画を嗜んでおり、致道博物館で

個展も開いておられました。それから、スポーツで

は弓道をやり、晩年には鶴岡弓道連盟の会長もやっ

ていたのではないでしょうか。それから、ご自分の

考え、思った事を誰に遠慮することなく、ずばり云

う万でした。この辺は芸術家特有の個性と申しまし

ょうか、とにかく個性の強い面白い人であったと思

います。

昭和42年7月から1年、得四郎さんが会長、小生

が幹事を仰せつかりました。何しろ41年3月に入会

させて戴き、同年7月から（早坂源四郎会長）1年

間会報委員長、そして次年度は幹事という大役、全

第9代幹事　佐　藤　　　　忠　君

く困惑致しました。ロータリーの事は全く1年生で

す。幸いよい会長に恵まれたと申しましょうか「ま

あ適当にやっておれ」の一言にほっとしました。適

当と云う意味は色々あるが、小生は「ほどほどに」

と解釈した。一年間その言葉に甘えて、何とか無事

に終えることができました。会長は毎回、会報に会

員の似顔絵を書いて掲載致しました。

昭和55年9月の小生宅新築披露に歴代会長と有志

の方をお招きしたところ、得四郎さんも喜んで参加

して下さいました。その時戴いた記念の水墨画も大

事にしております。物故会員の早坂源四郎さん、高

橋正太郎さんもお出でになり、銀座裏のホステスも

まじえ、賑やかに歓談してもらいました。得四郎さ

んの喜んでおられる姿を想い浮べております。

G・S・E木村日出夫君帰国挨拶

4月7日に鶴岡を出発し

約2ケ月間、アメリカのテ

ネシー州の西部地区第676

へG・S・Eとして行って参

りました。

その間訪問した町の数は

約20ヶ所、1ヶ所3～4日

間位づつで移動しながら、

その町の基幹産業や市の建物・学校等を見学させて

いただきました。

私の職業は農業ですが、農業に関しては、酪農や

とうもろこしや小麦を作っている穀物農家、その穀

物の種を作っている農家と、3つの種類の農家でし

た。

テネシー大学の研究室で種子・除草剤・肥料等に

関する研究施設を見学致しました。

今回一番印象が深かった事は、タイヤ工場、縫製

工場や病院、学校等と巾広く見学させていただき、

社会を見る目がより深く養われた事です。又、各地

のロータリーのホストファミリーでは最大の配慮を

してもらっている事が実感として伝わってきて、大

変感激してまいりました。

第676地区年次大会にも参加して、第676地区か

ら当地区次年度派遣が予定されている万々と会って

話しをして参りました。

団長さんはマーク・スミスさんで、職業は弁護士

、＿／
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でありました。9月頃には日本へ来るとの事でした

ので、私にもお手伝いできる事があれば、私がアメ

リカで受けた以上の事をして、恩返しをしたいと考

えておりますので、ぜひお声をかけて下さる様お願

い致します。

以上簡単ですが、帰国の挨拶とします。ありがと

うございました。

（会長報告）
佐藤順治君

1．第6回クラブ協議会

去る10日、本年度最終で第6回クラブ協議会が

午後4時より昭和町の住よしで開催致しました。

今回は本年度・次年度の合同で行いました。最

初本年度から始まり、年間の活動状況を簡単に説

明して頂き、引き続き次年度の年間活動計画につ

いて説明あり、終って懇親会に入り、午後8時解

散致しました。

2．遊佐R．C高橋友太郎会長死亡

分区代理より依頼事項として、去る11日午前、

酒田東R．C渡部会長さんより電話連絡あり、昨日

（10日）高橋会長さんが死亡し、13日午後1時よ

り吹浦海禅寺において葬式とのことでした。

13日、クラブよりの香典を持って葬式に参列し

て参りました。

3．松永ガバナーより速達釆翰

6月14日速達あり、来る6月22日福島市「ホテ

ル辰己屋」に於て、G・S・E団員帰国歓迎・報告

会を開催するので出席してほしいとのことでした。

私は、6月24日の最終例会日の準備などもあり、

又、本日木村日出夫君の報告もあることなので、

欠席することに致しました。

4．本年度活動報告書提出

6月10日のクラブ協議会開催の際お願いした報

告書は本日迄でしたが、まだ提出されない方は至

急事務局までお願い致します。

⊂軍事報革つ　秋野　忠君

○例会時間・場所変更のお知らせ

・立川R．C

日　時　　6月26日（木）　午後6時30分

場　所　庄内ドライブイン

・余目R．C

日　時　　6月27日（金）　午後6時30分

場　所　興野（魚銀商店）

・鶴岡西R．C

日　時　　6月27日（金）　午後6時30分

場　所　　湯野浜．竹屋ホテル

（亘睦活動委員会）佐藤　忠君

去る6月14日（土）に行われた親睦家族会は、14名

参加で、人数は少なかったのですが、天候にも恵ま

れ、昼食も大変おいしい料理で、すぼらしい会であ

りました。ご協力ありがとうございました。

口重奉仕委員会‾‾〕小池繁治君

6月29日（目）、午前6時～8時、内川をきれいに

する会への協力日です。当クラブの担当区域は鶴岡

橋～みゆき橋迄の間です。鶴岡市消防署前に集合し

て下さい。会員多数の参加をお願いします。

（垂　高橋良士署・
○交換留学生伊藤くみさんよりの手紙

鶴岡R．Cのみなさんへ

鶴岡R．Cのみなさんお元気ですか？　6月と

いうことで、もうそろそろ梅雨の時期ではない

かと思います。こちらは梅雨はないようで、毎

日毎日天気の良い日が続いています。この前、

私のBest friendのJuliと一一緒に家から40

分ぐらいの湖に泳ぎに行ってきました。しっか

り日ヤケもして、足と、腕と、肩はもうかわが

むけてしまいました。学校の方はテストも全て

終り、あとは12日の卒業式をまつだけとなりま

した。本当に短いAmerican schoollife

だったと思います。6月5日には私のtheater

のclassの人達がttThisis yourlite，

Kumi〝”というタイトルの劇をしてくれまし



それは、初めはとてもシャイでおとなしかった

が、しだいにアメリカの学生のようにかわって

いったというような内容でした。そのような企

画があるということは全く知らなかったので、

驚ろきも大きかったのですが、とってもうれし

くって、思わずポロリと泣いてしまいました。

話はかわりますが、Hersheyチョコレr卜

を知ってますか？　不二家から売られてると思

うのですが…。この前の週末に、同じ留学生の

住むHersheyに行ってきました。それで、そ

の有名なHersheyチョコレートの工場を見学

させてもらいました。あのチョコレートの量…

…。私の一生分のチョコレートを見たようでし

た。それで、その日プロゴルファーの岡本綾子

さんがHersheyに来る予定だったということ

でしたが、会うことは出来ませんでした。です

が、不二家の役員の方々とHersheyチョコレ

ートの会社のパ▼ティーに招かれて、下手な英

語で通訳のようなことをやってきました。

ところで、長い夏休みがもうすぐはじまりま

す。実は、気分はもうすでに夏休みです。それ

で、初め同じ学校に通ってるメキシコからの留

学生CrlStiの家に彼女が帰る時に一緒に行っ

て、少しの間Stayさせてもらうことになって

いて、話もトントンと進んでたのですが、チケ

ットを買う時になって、一度メキシコに行った

らアメリカに帰ってこれないということで、行

けなくなりました。（私はアメリカから他の交

換留学生と一緒に日本に帰るきまりなのです）

R．Cは西海岸へのtrlPを企画してたのですが、

留国日とのことがあり行けません。それで、今

のホストファミリーのお父さんのお母さん、私

の祖母にあたる人がフロリダに住んでいて、そ

の人が夏休みフロリダにいらっしゃいと招いて

くれました。それで、7月の初めごろから2週

間ぐらい遊びに行く予定です。とっても楽しみ

です。

私が入部したソフトボールチームはとても強

くて、州大会まで行きました。地区大会の決勝

戦はテレビ中継されました。その時私がテラッ

とうつったと、見ていた私の友達が教えてくれ

ました。でも、私はベンチにすわってヤジをと

ばしただけでした。結局、州大会の一回戦で負

けてしまいました。とっても良い経験をしたと

思います。最後のパーティーでは、みんなのサ

インボールとか、写真などをもらいました。

明日は卒業式の練習があります。ねぼうしな

いようにしなければ……

それでは今回はこの辺で。

さよなら

Kumi Itoh

⊂珂つ
阿蘇司朗君　長男が結婚したのと店舗が新装オ

ープンしたので。

庄司嘉男君　　商工会議所主催のゴルフコンペに

て優勝。

佐藤　忠君　　商工会議所主催のゴルフコンペに

て準優勝。

（ビ　ジク　エ）

鶴岡西R．C　　佐　藤　　拡　君

村　山　　　貢　君

古　川　暢　一　君
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出席報告：会員78名　出席49名　出席率69．01％　前回出席率75．71％　修正出席53名　確定出席率85．71％

（会員スピーチ）

創立27周年記念会員スピーチtt物故会長を偲んで、1

第6代会長斎藤栄作氏を偲んで

私はロータリーに入って2年目か3年目の時に幹

事の大役を仰せつかった。会長の斎藤栄作さんに、

「クラブには色々な行事があるんでよう。私はロー

タリーの事はよく分らない」とお断りしたが、会長

は、「野球のルールを知って野球をするバカはいな

い。それと同じで、ロータリーの事は分らなくても

良い。要するに問題が起きたら、その時キチッと対

処すれば良い。」といった具合で、実にあっさりと

した、ザックバランでストレートにものを云う人で

あった。

それ以来私も斎藤さんをロータリーの師としてき

ており、今もロータリーについて勉強したことがな

い。その点、斎藤さんは良いものを私に残してくれ

たと感謝している。それで、よく知らなかったが、

ハシカと同じで早いうちにやっておいた方が良いと

いうことで幹事をやることになった。

斎藤さんは何もやらないという割にはよく活動さ

れて、例えば鹿児島との姉妹クラブを締結する等の

業績も残された。又、地区クラブ大会（当時はまだ

東北で地区は一つだったと思うが…。）に一緒に釆

第6代幹事　新　穂　光一郎　君

いと云われて行ったことがある。その時同行した奥

様の指輪の大きなガラス玉がダイヤと聞いてビック

リしたことを鮮明に記憶している。とに角、ダイヤ

は米粒のように小さいものと思ってましたからね。

斎藤さんは、「何か事が起った時にどう対処する

かは正に人間の智恵だ」と、よく云われており、R．

Cの運営にあたって適切に対処されてきたのをみる

と、やはり頭の良い方だったと思うし、自信家でも

あったように思う。

又、よくゴルフをやる時、「俺は上手なんだ」と

云っておられたが、それ程ではなかったように思う

しかし、他人をそそると云うか、アジテーションと

いうか、何かそうかなあと感じさせる話術のうまい

人でもあった。

とに角ロータリーとはルールを知り、教条を知っ

てからやるのがロータリーの本旨ではなく、実践の

中から学びとるのがロータリーであるという斎藤さ

んの哲学を、私は今でも守っているし、斎藤さんは

今でも尊敬している大先輩でもある。

あなたが鍵です－会員増強にご協力を／



第14代会長阿部嚢氏を偲んで

「願はくは花のもとにて春死なむ

その如月の望月の頃」　　西行

山大農学部名誉教授．阿部嚢先生は、学生達と公

園で花見をされた翌日、風もなく散る花の様にこの

世を離れられました。7年前の4月22日のことです。

こびず、てらわず、ことあげせず、それでいてロ

ータリーの友編集委員をつとめられ、地区青少年奉

仕委員長をされて、特に青少年奉仕活動に功労のあ

った方で、地区にとっても、クラブにとっても実に

惜しい人を失ったものと存じます。

私が入会して3年目、急に幹事に指名されました。

前の幹事は、かの有名なかもじや事故高橋正太郎君

で、言葉はきびしいが、暖かく教えてくれ、まず現

状否定の精神を吹き込まれたのが思い出されます。

阿部会長は本当に、聖人君子を絵に画いたような

方で、雑務は私にまかせて、要点はビシッと押さえ

られ、事に当って決してあわてたり、私を叱咤する

ようなことはありませんでした。あの竹林の7賢人

にも似た大人の風格は満州の大地によって塔かわれ

たものでしょうか。

1年間先生の身近にあって、学ぶべきことが多々

ありました。

①　十人十色の個性の強いクラブの運営に当って

先生は決して他人を批難中傷することがなかっ

た。見かねて私が口にすると、例の阿部スマイ

市　川　輝　雄　君

ルのしぐさで軽く笑って相手にされなかった。

④　先生は、子供の人格も大人同様に尊重して行

動された。ユネスコ子供学校の創始者であった

先生は、子供達と共に語り共に遊びながら、平

和・平等・友愛のユネスコ精神を幼い心に植え

られ、やがて敬慕するその子供達がインターア

クト、ローターアクトとなって、先生を頂点と

したピラミッドを築いていった感があります。

④　生物学者の先生は、自然環境の破壊を何より

も心配され、無計画な開発による生態系の破壊、

ゆきすぎた化学の発達による生命への影響など、

新聞、テレビ、講演とあらゆる機会を捉えて世

論に訴えていられた。又、多くの出版物の執筆

もあり、家庭を省りみる暇もなく、かなりのオ

ーバーワークであったようです、頼まれれば決

してNOとは云わず、真底愉しげにあらゆる奉

仕活動に率先された阿部嚢先生こそロータリア

ンの鏡というべきでしょう。バイオテクノロジ

ー全盛の今日、天にあって先生が何と評価され

るか聞きたいものです。

プログラム委員長として一年間無事つとめあげる

事ができました。これも委員の津田晋介さん、三井

賢二さん並に会員各位の御援助の賜と厚く感謝申し

あげます。

（二互二重亘二亘二）
佐藤順治者

1．風間真一さんの職業分類変更

風間さんの職業分類は商業銀行になっておりま

したが、この度都合により建築材料配布に変更に

なりましたのでご報告申し上げます。

2．本日、今回退会される松田貞夫さんよりクラブ

に対し金一封を頂戴致しました。厚くお礼を申し

（幹事報告）　秋野　忠君

○例会時間及び場所の変更のお知らせ

・酒田R．C

日　時　　6月25日（水）　午後6時

場　所　六　　助

・酒田東R．C

日　時　　6月26日（木）　午後6時

場　所　産業会館

・温海R．C

日　時　　6月30日（月）　午後6時

場　所　滝の屋旅館

○会報到着　東京R．C、鶴岡西R．C

O「ミス最上川」の推薦について

皆様の会社又はお知り合いの中に推薦される方

＼、庵／
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がおりましたら申し出下さい。詳しくは事務局ま

⊂軒‾完‾‾‾‾盲‾函つ　松田貞夫署
去る6月16日開催の弊社の定時株主総会におきま

して、私は任期満了に伴ない、代表取締役専務を円

満に退任し、新たに非常勤の取締役相談役に選任さ

れまして、本社の万へ帰ることとなりました。

顧みますれば、昭和52年5月、当地に赴任致しま

して満9年余、苦しかったこと、辛かったこと、亦

楽しかったことがつい昨日の様に想い出され、東京

生れの東京育ちの私には故郷がなく、当地鶴岡が私

の故郷と思われてなりません。

亦、56年9月、歴史ある鶴岡R．Cに入会を認めら

れ、S・A・A、会報委員会、出席委員会等の委員会

を経験し、私の人生の一貢でまたと得られぬ勉強、

体験を致しましたことは誠に感謝に堪えません。

本日迄の皆様の温かい友情にはぐくまれた私が、

皆様とお別れせねばならないことは、誠に断腸の想

いが致します。

本当に本日まで有難うございました。

最後に、当R．Cの益々のご隆盛と皆様のご健康と

ご多幸を祈念致しまして、ご挨拶と致します。

（社会奉仕委員会）　小池繁治署

6月29日（日）は「内川を美しくする会」への協

力日です。時間は午前6時から8時、鶴岡消防署前

に午前6時集合です。終了後、中江さんのご好意で

朝食（中国風朝粥）をいただくことになっています。

会員多数の参加をお願いいたします。

（二重垂車重二二）佐藤順冶署

本年度の例会は今日が最終でございます。クラブ

運営につきましては、会員皆様のご協力とご友情に

支えられ、一応大過なく過させて頂きました。ここ

に改めて心から厚くお礼を申し上げる次第でありま

す。

ただ、ガバナーの要望でもあり、私の重点目標で

もあります「会員の増強」に関しては、皆さんのご

協力が得られず誠に残念でした。会員増強の委員長

さんが孤軍奮闘なされましたが、成果があがりませ

んでした。でも、そのご努力に対しましては感謝致

しております。

皆さんの中には次の様なことを考えている方がお

られるのではないでしょうか。

1．会員数80名位なら丁度よい手頃な人数ではな

いか。

2．あまり人数が多くなると、名前も覚えられな

いのではないか。

3．これ以上人数が増加したら、現在の例会場が

狭くなって、今度どこにすればよいか困るので

はないか。

そういうことで、会員増強にはあまり関心を持っ

て貰えないのではなかったかとも思われます。でも

そういうことを考える必要はないと思います。増員

なきロータリーは発展がないとさえ云われておりま

す。本年度はもう終りましたけれでも、次年度にお

きましては、本年度の分をも含め大いに増強して頂

く様念願するものであります。

尚、本年度は、

60年8月　8日

8月18日

8月22日

9月5・6日

61年2月20日

3月28日

4月　9日

ガバナーの公式訪問

交換学生の伊藤久美さんが米国ノ
ーザンプトンに出発。

英領バミューダ島より交換学生ジ

ュリー．エリザベス嬢が釆鶴す。

地区大会には大勢の会員出席。

教育110番はこの日で終了。

教育110番に使用の電話機を鶴岡

市社会福祉協議会に贈呈す。

G・S・E木村日出夫君鶴岡を出発

し、15日成田空港出発、米国に向

う。

5月　8日　姉妹クラブ台中港区扶輪社創立15

周年記念式典に出席の為鶴岡を出

発す。式典には9名出席し、12日

帰鶴す。

5月30日　交換学生ジュリー帰国の為鶴岡を

出発す。

6月　7日　木村日出夫君帰鶴す。

以上の外、沢山の行事がありましたが、詳細につい

ては各委員会よりクラブ活動報告書によって報告し

て頂きたいと思っております。

以上、簡単なご報告とお願いを申し上げましたが、

更にこの1年間のご協力に対し厚くお礼を申し上げ、

退任の挨拶に代えさせて頂きます。

（幹事退任の挨拶〕　秋野　忠君

この1年間、佐藤会長の下で幹事としてお手伝い



をしてきました。今日の例会で終りますが、この1

年間に感じたことについて触れたいと思います。

幹事になって最初に正面の席に坐って皆さんの顔

を見た時、何かこわいような、照れくさいような感

じでした。慣れると皆さん一人一人の顔がよく見え

るようになってきましたし、生年月日は別として、

全員の人をおぼえました。私にとって非常に大きな

成果と考えています。

幹事は既に26人の方が経験されており、それぞれ

ご苦労されたと思いますが、私は特に苦労をしたと

は思っていません。よく「幹事はご苦労だなあ」と

云われますが、意外とそうでもないのです。云われ

たことをそれなりにこなせば、1年間は無事終るも

のです。

5月には台中港区扶輪社の創立15周年記念式典に

行ってきましたが、苦労といえばあれが一番であっ

たように思います。私は行動を起すのが愚鈍なもの

ですから、特に見知らぬ遠い所へ来て、会長さんや

他の方々に不都合が起きなければとただ、それだけ

が心配でした。

事務的なことは事務局、山下さん（途中で退職さ

れましたが）斎藤さんが良くやってくれましたの

で、スムーズに処理できましたし、理事会の皆さん

も協力的で、むずかしい案件もすんなり取り運ぶこ

とができました。

私はロータリーに入って6年になりますが、（むの

バッヂはありません。メークしてまで出席率をどう

と云う風に考えたくありません。しかし、クラブ全

体の出席率と云う事になればクラブの為にならない

のかも知れませんが、私は鶴岡R．Cに入会したのだ

から、そのクラブだけの例会で良いと考えてきまし

た。だから小さいバッデだけです。

それからR．Cでは建前ばかりの話でなく、本音で

話し合えるような柔和な雰囲気の例会ができればい

いなと念じてきました。とかくR．Cは困苦しいもの

と思われがちですし、そのことが以心伝心で伝わっ

ていき、会員募集にも影響するのではないかと思い

ます。会場では私語も多いようですが、その内容は

意外とよく聞こえてくるものです。次回からは一番

奥に坐って前の席の方達の話を聴きたいと思ってい

ます。

この一年間感じたことをかいつまんで申し上げま

した。皆様からのご協力、又ご指導噴きました事、

心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

径百・幹事への東面つ　川村徳男君
今日の例会が今年度の最後の公式行事になります

が、佐藤会長さん、秋野幹事さんにとっては、短く

もあり、長くもあった一年だったことと思います。

いま、肩の荷もおりて感慨もひとしおではないでし

ょうか。

佐藤会長さんは、私が当クラブに入会した当時の

幹事でしたが、任務に大変熱心な方で、ロ】タリー

の右も左もわからない私に出席のことやら、行事に

は出来るだけ参加するようにというような、ロータ

リーの基本を植え込まれたことが思い出されます。

その佐藤幹事さんが退任の挨拶の中で、「幹事をや

ってよかった」と述懐されたように記憶しておりま

すが、只今の佐藤会長さんの心境は、「会長をやっ

てよかった」という気分ではないでしょうか。

重点目標に掲げられました会員増強につきまして

は、結果として会長さんの意に満たなかったことは、

私ども会員として誠に申し訳ないことでした。会員

相互の親睦は、会長さんの温厚なお人柄によって、

その実をあげましたし、本年度の主要な行事として

予定された、創立15周年を迎えた台中港区扶輪社へ

の慶祝訪問や、交換留学生の送出し、受入れ、国際

青年祭への協力援助等も計画どおり円滑に進められ

ました。それに、昨年度に始めた教育110番は、ク

ラブの重荷にならないうちに形よく終結されました

手腕も見事でした。

また秋野幹事さんは、会長さんと息のぴったり合

った女房役として蔭の力を発揮され、クラブを支え

てこられました。

クラブの全会員を代表して、お二人に心から感謝

とお礼を申し上げます。会長・幹事さん、一年間、

どうもご苦労さまでした。会員の皆さん、どうぞ拍

手でお二人のご苦労をねぎらってあげましょう。

（ス　マ　イ　ル）

三井　健君　　会員増強については不活発でした。

お詫びの意味をこめて。

秋野　忠君　　幹事として一年間お世話になりま

したので。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C　　三浦正志君．桜井　　清君

帯谷義雄君
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