
⊂家長報告＿〕市川輝雄看

1．庄内分区Ⅰ．G．Fホストクラブ決定の件

特別委員会設置委員長　佐々木詰彦君
〝　　　副委員長　藤川宇胤君

2．年会費納入は下記の通りです。

○前期年会費

65，000円＋ポリオ5，000円　　　計

○後期年会費

65，000円＋30周年費用15，000円計80，000円

3．新会員の委員会所属は次のように決定致しまし

た。　○石川一男君（プログラム委員会）

○小松　稔君（ロータリー財団委員会）

○采海憲宣君（S．A．A委員会）

4．交換学生申請の件は次のように決定されました。

斎藤さゆりさん（羽黒高校）の面接を7月2日行

い、その後これを承認し、申請書を提出する事が

決定されました。

5．今年度の名誉会員は、鶴岡市長．斎藤第六氏、

酒井忠明氏に委嘱することが決定されました。

6．第1回クラブ協議会開催について

8月2日（火）14時～16時（ガバナー公式訪

問後）場所は産業会館会議室で行うことに致し

0
0

8　　舟に吊した灯火に、川底の石が見える程澄んだ

§　中を、時々キラッと光って泳ぐ鮎を追って、鵜の
9　黒い姿が矢のように追う。テレビや話で聞く鵜飼

呂　と違って、泳ぐ鮎や鳥の姿にはびっくりした。
呂　　一生懸命に魚を追う鵜の姿を見て、鵜匠が紐を

呂　引いて鮎を吐き出させるとき、同行の女性の数名
巳　が、期せずして「可愛そう」と嬬声を上げる。そ

〔幹事報告〕 若生恒吉君

1．怒3地区年次大会の事務局がいわき市、平、い

わき民放社内に開設されました。

2．いわき平素R．C事務局の移転のお知らせ

新住所；いわき市平字白金町

（いわき東急イン内）

3．例会日変更のお知らせ

・鶴岡乗R．C　すべての例会を

水曜日　12：30～13：30に変更

・八幡R．C　初例会のため

日　時　　7月9日（土）18：00点鐘

場　所　八幡町新町公会堂

登録料　　5，000円

4．米山奨学生の名簿が到着しています。事務局に

ありますのでご覧下さい。

5．ロータリーの友英語版の申込みがきています。

必要な方は事務局に申込んで下さい。

6．次回の例会では、5大奉仕委員長の挨拶を予定

しています。
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萱　ロータリアン日記　〇月〇日　ゆっく。見られるのは有難かったが、この清流も呂
いつ迄保てるのか。筑後川が山あいから出て流速　9

をおとすこのあたりでも、高速道の工事が進み、8

そこここに山肌が削られ、農地に土盛りが進んで　8

恐らくは、ドライブインの様なものが出来るので呂

の後で捕った鮎を喰べるのは「可愛そう」でない

のかと、一人おかしく笑っていた。

幸いシーズンには少し早く観光客もまばらで、

あろう。

そこから少し離れた里に、舌は殿様への献上品

であったという川葺の養殖場がある。温水産のア
オサに似た鮮緑色の水藻であった。友人でもある

社長が、今一番こわいのは観光客が増えることだ
と、小さな声で話をしてくれた。

佐々木　詰　彦
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⊂適）
吉野　　勲君（直前会長）

板垣広志君（直前幹事）

会長就任挨拶

市川輝雄署

会長就任のご挨拶を申し

上げます。

収穫の多かった吉野年度

を引継ぎ、これから一一一年間

皆様のご協力を得まして、

若生幹事並びに理事役員共

共クラブの発展のために微

力を尽して参りたいと存じ

ます。よろしくご指導ご鞭

漣の程お願い致します。

「相見ての後の心に比ぶれば　苦は物を思はぎり

けり」という歌があります。これは恋の歌ですが、

俗に訳せば、恋とはこんなに苦しく切ないものであ

るとは知らなかった。苦はあまりにのんきだったな

あ…といった歌なのですが、恋を会長職に置きかえ

れば、今の私の心境にピッタリであります。

そこで、先日の新旧合同クラブ協議会で私は各委

員長の皆様に、会長として二流に徹する事を宣言致

しました。一流の会長をめざして苦しむより、二流

に徹してロータリーライフをエンジョイしてゆこう

というずるい算段であります。したがって会長職と

して多少の試行錯誤や見苦しい点が多々あると存じ

ますが、二流に免じて平にご寛容を賜りますよう、

あらかじめお願い申し上げます。

さて、ここに掲げられました本年度R．Ⅰ会長ロイ

ス．アピー氏のテーマをごらん下さい。

PUT LIFE INTO ROTARY－YOUR LIFE

…ロータリーに活力を　あなたの活力を…　YOUR

LIFEが大きく書かれています。LIFEそれは「生

命」であり「生活」であり「活力」であります。ロ
ータリーは生きています。しかし、個々のロータリ

アンの活力を注入しないと、やがて衰退してゆきま

す。ここで活力を脈々と結集して更に力強くその輪

を拡げていこうとする意だと思います。

よく言われる言葉に「米国のロータリークラブに

は身近なライフとロマンの香が満ち満ちていて、日

本のそれには、いかめしいルールとはるかなどジョ

ンが手の届かぬ所に掲げられている」などという人

がいます。

ロータリーは生きていなければならない。飾り物

ではない筈です。R．Ⅰ会長のロータリーに活力を、

と叫ぶのもそこにあります。多少枠からはみ出して

も活き活きした方がよい。そうしたムーブメント

（躍動感）が例会を新鮮なものにし、クラブを活性

化してゆくものと存じます。

私は、本年度R．Ⅰの具休的な要請課題に応じて次

のような主要プログラムを組みました。

1．新鮮で楽しいクラブ例会

2．会員増強10％内外

3．5大奉仕部門のクラブフォーラム

4．ローターアクト、インターアクトの活性化

5．交換学生の派遣と受入れ

6．会員全員参加のプロジェクト

（創立30周年記念行事）（LG．Fのホスト）

7．各特定委員会のユニークなプランの遂行

8．ポリオプラス推進委員会の活動

等であります。私は各委員長に計画立案に当って、
一つでもよいからユニークな案を立てて下さいとお

願いしました。人が掘った穴にあとから入って安住

するのではなく、誰も掘らない穴をどんどん掘って

下さい、と。

ロータリーの委員会は一年毎に交替するし、その

仕事は一年以内に完了するよう決められています。

切角与えられた勉強の場なのですから、自由な発想

のもとに自らのアイデンテティ（独自性）を表現す

べきなのです。

R．Ⅰ会長が地区協議会のビデオ挨拶の中で「多く

の人がこの小さなバッジをつけ、例会で食事をとる

ただそれだけの会員なのではないか」あるいは「20

％の会員でクラブの行動の80％をこなしてはいない

か」と率直に言っていますが、もともとロータリア

ンは実践を旨とする行動力のある人のはずでありま

す。そこで、クラブ会長として会員各位にお願いし



たいのです。現在の位置で立ち止まらないでもらい

たい。とにかく一歩進んで下さい。そこから新しい

視野が開け、友情の輪が鉱がるでしょう。そして、
ロータリアンの誇りをもって、背すじを伸ばして下

さい。おのずから奉仕の精神がよみがえってくるで

しょう。ロータリーに活力をもたらすために「一歩

進んで姿勢よく」これを互いの合言葉として、栄光

ある鶴岡R．Cの運営にご協力の程お願い申し上げま

オーストラリア発見に重要な役割を果したキャプ

テンクックは、英国を離れ未知の海に旅立とうとす

る前に次のような質問を受けました。「どれ位遠く

まで行けるのか」答えていわく「行ける限り」と。

すでに出帆のドラが鳴りました。皆様と共に限りな

く広く、限りなく深いロータリーライフを楽しみな

がら、虹のかなた行ける限り行こうではありませんか。

以上をもちまして、会長就任のご挨拶と致します。

人を轟ぶる任にあらずと悔みつつ

初例会の点鐘鳴らす

三十年の秘話語れかしわが前の

公平の槌　真実の鐘

分区代理就任挨拶

新穂光一郎署

崇警憲　このたび分区代理に就任

麺ご婆いたしました新穂でござい

ぬ警こ簸　ます。この一年間、地のま

までやっていきたいと思い

ます。皆様にはロータリー

の友情をもちましてご協力

の程をお願い致しまして、

私の挨拶と致します。

（各クラブ会長‾二南面り

鶴岡西R．C　会長　三浦正志君（写真左）

幹事　中村　紘君（写頁右）

鶴岡東R．C　会長　木村善治君（写真左）

幹事　三浦次雄君（写真右）

温海R．C　会長　本間　毅君（写真左）

幹事　斎藤　彰君（写真右）

◎　本日の例会には、以上3クラブの会長・幹事

が挨拶にお見えになりました。皆さん、どうぞ

（享車と（車二）をもって・おたがいに
前進しましょう。〝

⊂亘＿＿員会報＿阜〕

（ヌ元特別推進車重〕 佐藤　　忠君

いよいよ本格的に活動致したいと思います。委員

の方は本日例会終了後、打ち合せを行いますので、

宜しくお願い致します。

〔里型会奉仕車重つ　山。篤之助君
○　本年度の活動目標であるポリオプラスの募金の

協力について……会報に職場の紹介、コマーシャ

ル、又は家族の紹介等を掲載します。本日配布し

た掲載予定表の期日を忘れずに一週間前迄に、事

務局に原稿を届けて下さい。尚、料金2，000円も

忘れずにお願いします。

0　7月3日の内川清掃参加ありがとうございまし

た。参加者は次の万々です、御協力有難うござい



ました。

佐藤友吉君　佐藤噸治君　碓氷節雄君

阿蘇司朗君　山本順一君　荒井宏明君

石井敬三君　山口篤之助君　石川寿男君

松山俊三君　佐古田義明君　石川一男君

布施隆男君　飯野準治君　迎田　稔君

若生恒吉君　藤川享胤君　中江　亮君

（垂車を）松田士郎署
ロータリー財団奨学生に決定されている須田里恵

子さんの送別会を下記の通り開催致します。

目　時　昭和63年7月11日（月）午後6時～

場　所　マリカ西館

ワシントンホテル　ガスライト

⊂‾由席委員盲‾つ　秋野昭三署
〇年間皆出席

23年間皆出席　　鈴木弥一郎君

1年間皆出席　　板垣広志君

06月100％以上出席　　4名

200％…張　125％・‥新穂、若生、吉野

06月100％出席　　　43名

阿蘇．藤川．布施．秋野（昭）．石井．石川（寿）

石黒．板垣（俊）．板垣（広）．市川．飯野．小池

三井（陛）．毛呂．迎田．松田．皆川．中江．

中沢．佐藤（忠）．佐藤（噸）．佐藤（衛）．佐藤（友）

佐藤（元）．鈴木（善）．鈴木（弥）．荘司．関原．

庄司．佐々木．斎藤（昭）．高橋．丹下．鈴木（肇）

杉澤．塚原．忠鉢．上野．碓氷．山口．

笹原（信）．日向．来海

〔葡睦活動委員会）　石川寿男君

今年度第1回目の誕生祝いを申し上げます前に、

次の3つの事についてご了解を得たいと思います。

第1に、誕生祝いを申し上げます時に、君付けで

お名前をお呼び致しますが、クラブで決めた事でご

ざいますのでご容赦下さるようお願い致します。

第2に、誕生祝いに差し上げる記念品を今年度は

会員・奥様共庄内信販の商品券に致しましたが、そ

の理由は、カットバック方式で活性化を図っており

ます銀座商店街にいくらかでも協力できればという

事なので、出来得る限り銀座での買物をよろしくお

願い致します。

第3に、誕生祝いに対するスマイルは会員・奥様

共2千円にお願い致します。この件については理事

会の承認をいただいております。

07月会員誕生

中江　亮君．松山俊三君

佐藤噸治君．中沢　　進君

矢部　　晋君．笹原信一郎君

黒谷正夫君
07月奥様誕生

小池　英様．風間富士子様

中野ふみ子様．諸橋靖子様

佐藤清子様．張　秀子様

（ス　マ　イ　ル〕

石黒慶之助君　三浦正志君（鶴岡西R．C）

木村善治君（鶴岡東R．C）

本間　毅君（温海R．C）

玉城俊一君　笹原信一郎君　佐藤元伸君

佐藤　忠君　石川寿男君　皆川光吉君

飯野準治君　日向一男君

澄　今回、一言メッセージの記載は勝手ながら省

略させていただきました。

（ビ　ジ　タ　ー」

鶴岡西R．C　　三浦正志君．中村　紘君

古川暢一君．加藤有倫君

鶴岡東R．C　　木村善治君．三浦次雄君

佐藤浩士君

温海R．C　　本間　　毅君．斎藤　　彰君

ロータリアン日記　〇月〇日について

○会報第一面に毎回掲載するもので、執筆は全

会員。
○日常のさりげない生活記録の中にチラリとロ

ータリーに関する事、小さな奉仕、四つのテ

ストに関することなど織り込んであれば、な

によりです。

○家庭で奥さんも読める肩のこらない読み物で

す。

0原稿用紙400字以内。

0原稿責任者　佐々木詰彦君

19日（火）プログラム予定

・クラブフォーラム

・クラブ奉仕部門

・会員増強について



第1465回例会　会報

出席報告：会員82名　出席67名

1988（昭招．．12）　天候　　晴

出席率82．61％　前回出席率払．

修正出席　69名　確定出席率捕．維％

（亘二‾‾長報告〕
市川輝雄君

海開きの声があちこちで聞れるというのに、気候

はまだうっとうしい梅雨の最盛期ですが、「‾梅雨寒」

と言って、にわかの冷雨が肌寒い感じのする時もあ

ります。夏風邪などにかからぬよう充分健康に気を

つけたいものです。

○志藤P．Gより退任のご挨拶がきております。一年

間の友情と協力に対して御礼が述べられていまし

た。

○インターアクト年次大会開催の案内が入っています。

ホスト校　　山形電波高校インターアクト

日　　時　　8月9～11日　　2泊3日

場　　所　　朝日少年自然の家

（大江町左沢）

各校にはすでに文書でご通知してありますが、ぜ

ひ参加して頂くようインターアクト委員長よろし

くお願い致します。

○ロータリー財団奨学生として近々渡米する須田里

恵子さんの激励歓送会が昨日、マリカガスライト

にて催されました。心はすでに広大なミズリーの

キャンパスへ飛んで、共に楽しい有意義な夜を過

すことが出来ました。

若山牧水の歌に

白鳥はかなしからずや　海の青

空の青にも　そまずただよふ

という歌がありますが、須田さんを乗せた747が

はるかなミズリーを目ざして白鳥の様に空と海と

の間を飛んでゆくのを思い浮べながら、張君の音

頭で一同乾杯致しました。勉強と共に親善使節と

しての役割を期待します。クラブより心ばかりの

餓別と先方のロータリークラブへのバナーを差し

上げたいと思います。

○以前当クラブ会員であった御橋義諦君が、この度

再入会することになりました。力強い会員が増え

て、なっかしさと嬉しさでいっぱいです。変らぬ

友情の程お願いします。

（幹事報告）

1．第254地区年次大会のご案内

若生恒吉署
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ロータリアン日記　〇月〇日

7月上旬社用のため、佐賀県佐賀市、多久市に

出張した折、常々ムツゴロウとはどんな魚で、ど
んな味がするものかと興味をもっておりましたと

ころ、たまたまその機会に恵まれた次第です。

テレビ等で見たムツゴロウ君は頭は大きく、目

玉も大きく、かっこのよいものではありませんで

した。有明海の干潟の穴の中におり、時々飛出し

てくるもので、さぞ泥臭いのではないかと思った

が、その味は割合あっさり淡白なものであった。

大鉢は料理方法はカバ焼、またはみそ汁等で、こ

0（⊃〇〇〇⊂）○⊂〉○くつ〇〇〇⊂〉〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇⊂〉〇〇〇〇〇〇〇⊂〉○⊂〉

の度はカバ焼きであった。我々はめったに口にす

ることがないので、味を堪能した次第です。

有明海には干潟にすむメカジヤ、または三味線

具尻尾のついたもの、ワラスポこれは長さ30仇の

細長い蛇に似たグロテスクな姿をしているが、干

物にしてあぶり酒の肴には中々の絶品でありました。
ムツゴロウは年間あるが、旬は7月～8月頃と

され、大きいものは体長20珊位になるが、年々小

さくなり、有明海の公害が問題とされ、最近では

公害等にも強い韓国産のものとの雑種強性により
Fl作りを始め保存に努め、資源確保を図っておる

との事であった。　　　　　　斎　藤　　昭
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日　時　　9月10・11日

場　所　青森市文化会館

参加希望者は事務局まで

2．庄内国際青年祭　事務局まで

3．会費納入　今月中にお願いします。

4．第2回日本ロータリー親陸ゴルフ全国大会

日　時　11月1日

場　所　霞ヶ関C．C

事務局まで

5．来週の例会はクラブフォーラムを行いますので

食事は12時から

フォーラムは12時45分から

（新会員紹介）

1．氏　　名

2．生年月日

3．自　　宅

4．職業等

5．家族構成

6．略　　歴

を予定

中江　　亮署

御　橋　義　諦

昭和3年3月27日

鶴岡市本町2－7－30

新庄コンピューター専門学校

鶴岡軟式庭球連盟会長

妻　芳子様

旧制山形高校卒業後、39年余教職

につき、県立酒田工業高校長今春

定年退職

7．ロータリー歴　昭和57～58年　鶴岡R．C会員

昭和59～60年　酒田R．C会員

〔新会員挨拶）
御橋義諸君

高い席から失礼します。

40何年前と髪の色は変って

いますが、頭の形は変って

いませんし、まして中身も

少しも変っていません。

入会させて頂くというこ

とで、昨日はテニスの試合

前日のような緊張感があり、

3時頃一度目を覚しました。伺十歳になっても緊張

することはあるなと思いました。今日は、自分の歳

は忘れてしまって、大変初々しいつもりでおります。

皆様方のお懐しい顔やら、お世話になったお顔や

らを見て大変心強く思っております。宜しくお願い

します。

財団奨学生紹介

松田士郎君

1．鶴岡北高卒業後、山形大学人文学部経済学科入

学、経済政策総論の農業経済学と地域経済学を専

攻し今春卒業。

2．大変難しいロータリー財団の奨学生試験に合格、

4つの条件に該当しなければならない。

（1）学業、専門分野で高水準を保持してきた者

（2）指導性・独創力・熱意・適応性・円熟・目的

の誠実さを実証する者。

（3）留学国の言語に熟達している者

（4）他国におけるきびしい1カ年の研究と旅行に

耐えられる者

3．アメリカのミズリー大学コロンビア校に1年間

入学し、ジャーナリズム学を学ぶことになる。

（‾＿＿甲団奨学生挨拶）
須田里恵子さん

初めに鶴岡R．Cの皆さん

と、特にカウンセラーの新

穂さんに御礼を申し上げた

いと思います。

私の友人で福島のR．Cの

奨学生がいますが、R．Cに

は一度も行ったことがない

し、カウンセラーの万とも

一度しか話したことがないという事で、私の様に色

色ご相談にのって頂いたことを羨ましがっておりま

した。自分がとても幸福だと思っております。

ミズリー大学コロンビア校は、アメリカ中西部コ

ーンベルト地帯のミズリー州のセントルイスとカン

ザスシティの真申に位置し、同州では一番古い大学

であり、ジャーナリズムという学問では世界最古の

学部です。大学の先生に相談した時にも、良い大学

だと云われ、この大学を選んだわけです。



海外特派員になって英文で新聞記事を書くことが

中学時代からの夢でした。山大に入った時、諦めよ

うかとも思ったのですが、大学院にも入ったし、こ

れを機にまた一歩夢に近づいたように思っています。

もうすぐホストクラブが決ると思いますが、鶴岡

R．Cとの交流に力を注ぐと同時に、奨学金を打ち切

られない様、勉学に頑張っていきたいと患います。

どうもありがとうございました。

（委員会鱒革⊃

（堅塁竺記念事業委貞套つ

アンケートのお願い

風間真一署

お手元にお配りしたアンケートによって回答をお

寄せ頂きたい。

簡単に説明書きもしましたが、最初からご意見を

一つにまとめることは無理ですので、会員の皆様の

ご意見の態勢を理解させて頂く意味で、◎．0．×な

どで、自由に複数でご記入下さい。委員会としては

皆様から寄せられたご意見をもとに案をまとめ、実

行委員長、会長に答申致します。

宜敷くお願い致します。

活動　計画　発表

〔‾らラブ奉仕委員会）
佐藤　　昇署

創立30年にもなるクラブですので、本年特に変っ

た事をしようという様な計画はございません。クラ

ブ奉仕委員会にはS．A．A、出席、職業分類、クラ

ブ会報、親睦、雑誌、会員選考、会員増強、プログ

ラム、広報、ロータリー情報と、11の委員会があっ

て、各委員会の本年度の計画については活動計画書

が提出されています。例年ですと、各委員長さん一

人ひとりから活動計画の説明がありましたが、今年

はその詳細については活動計画書を見ていただく事

にして、各委員長さんの説明は省略させていただく

事になりました。

クラブ奉仕委員会としては、本年の目標をガバナ

ーの要請にもありました「親睦と会員増強」に置き、

各委員会ともこの目標に向って計画を実施していた

だきたいと考えていますし、毎回楽しい卿会にした

いので、よろしく御協力をお願い致します。

又、今年は5大奉仕部門の委員会のフォーラムを

開く事になっていますが、このトップバッターとし

てクラブ奉仕委員会が、来週19日の例会日に、12時

50分から約40分の予定で「会員増強について」をテ

ーマにしてクラブフォーラムを開きます。先程その

打ち合せ会を開いた結果、当日はテーブルの配置等

最初からフォーラム用に会場を設置してもらいます。

その時のリーダーは会員増強委員長の中江さん、パ

ネラーとして小池繁治さんと佐藤元伸さんにお願い

しました。最初のフォーラムですので、有意義な勉

強会になる様期待しています。

（職業奉仕委員会）
佐藤　　衛署

去る5月の地区協議会で色々の資料をいただきま

したが、R．Ⅰ会長ロイス．アピーさんの挨拶文を読

み、大変感銘を深くしました。ロータリーは行動で

あり、あなたの行動がロータリーに活力を与える。

大切なのは何を言うかではなく、何を行うかという

ことである。そのような事を云っております。

さて本日のテーマは、職業奉仕委員会の重点事項

ということですが、まず活動計画書作成にあたりま

しては、どうすればクラブ内において職業奉仕の効

果を高めることができるのだろうかと色々考えまし

た。

まず、会員の自己の職業に関するスピーチ、会員

の事業所見学等は例年通り実行したいと思います。

特に今年度重点事項として、四つのテストの推進と

いうことを目標にしたいと思います。これは、自分

自身はもちろん、職場で働く職員の人格を高めるの

に大変効果があると思います。会員の皆さんに四つ

のテストのしおりを配布し、日常の職業活動の中で

活用し、職業奉仕の推進に役立たせていきたいと思

います。



もう一つ、10月の月間に地元の産業に特に貢献し

た人、或は会員の職場で人の模範となるような方の

従業員表彰、例えば職業奉仕賞のようなものを設け、

例会で表彰するような事も計画しております。受賞

を通じて、ロータリーの奉仕の理想を少しでも理解

していただき、奉仕の輪を広げることになれば幸い

と思います。

会員の職業に関するスピーチについては、布施プ

ログラム委員長に色々御世話になると思います。

宜敷くお願いします。

又、職場見学については、前年度の飯野委員長よ

りの申し送りもあり、できれば通信技術の面で世界

のトップを行くNTTさんにお世話になりたいと思

っておりますので、田中局長さん、宜敷くお願いし

ます。

（青少年奉仕委員会）
迎田　　稔君

クラブ会員が社会奉仕に関係ある義務を果すこと

を指導・援助するよう、効果的な計画を立て実行し

たい。

地域への提言

都市景観モデル都市計画への協力として、花と

緑の街づくりから観光鶴岡の未来を考える座談会

を企画し、新聞社と提携して内容を発表する。庄

内の明日の農業を考えるテーマでもやりたい。

今迄の社会奉仕事業を追跡調査して、今後の対

処を検討する。

社会福祉協議会、ボランティアグループへの支

援。

クラブフォーラムでは、老人問題について検討

したい。

○ロータリアンすべてがその個人生活、職業生活お

よび社会生活に常に奉仕の理想を適用すること。

○地域社会のニーズに対し、政府、他の民間団体と

重複しない効果的な奉仕の機会を見出す。

その為に委員会は、

a）地域の状況を総合的に調査・分析し、地域社会

のニーズを確認する。

b）地域社会のニーズを兄い出す為に個人的、職業

上の立場を生かして、個々のクラブ会員が委員会

の調査分析を補足強化するように、協力を依頼す

る。

C）他の社会奉仕団休との会合により、協力的行事

の達成に努力する。

d）地域社会のニーズに精通し、積極的な関心を示

すような人を会員候補者にする。

（国際奉仕委員会〕
松　田士郎署

○国際奉仕委員会の役割は、基本的にはロータリー

綱領第4に表現されているように、「奉仕の理想

に結ばれた実業人と専門職業人の世界的親交によ

って、国際間の理解と親善と平和を推進する」事

を認識し、各小委員会活動計画が遂行しやすいよ

うに協力調整をしてまいりたいと思います。

OR．Ⅰ年次大会が1989年5月、お隣りの国ソウル

で開催されます。ロータリーの国際的会合には親

睦と出会いのまたとないチャンスであると思われ

ます。これから何年も続くような交流を芽生えさ

せる事も出来ます。多数の方々の積極的参加をお

願いしたいと思います。

011月ロータリー財団、2月世界理解の二つの特別

月間が指定されております。この機会を利用して

クラブ会員への情報提供の場といたしたいと思い

ます。

（＿旦睾奉仕委員会）
碓氷節雄署

我が国の青少年は、頭脳の面でも、精神的にも、

肉休的にも、世界に誇りうることの出来ることは、

皆様も認めるところだろうと思います。唯一つ、私

が思うには、心にゆとりが足りないのではないかと

言うことです。

先日の、父母、祖母を金属バットで殺した少年も、

もう少し心にゆとりがあればと、くやまれる悲しい

事件でした。‾

誰が悪いと言うのではなく、政治が、教育が、世

間皆が、いちがんとなって青少年の心の問題に取り

組まなければならないのではないでしょうか。その



ためにも、夢を持つ事の出来る、青少年を育てる一

端として、今年度の青少年委員会では、有名無実と

なっております、ローターアクトクラブの再編成を

最重要目標として活動を進めて参りたいと思います。

その為には、当クラブの皆様のご協力がなくては目

的を達することが出来ません。大変あつかましいお

願いですが、ローターアクトクラブ該当者（18才～

器才）のご子弟、従業員、又、知人等おられました

ら、登録をさせていただき、そこから第一歩として

活動を開始してゆきたいと思っております。近いう

ち登録記入用紙を配布する予定ですので、よろしく

お願い致します。

インターアクトクラブも、いま一つ活動が物足り

ない気がします。実態を把握出来たらと思います。

今年度のロータリークラブの事業にお手伝い願い

ながら、青少年の各クラブの存在を明確に出来れば

と患っております。青少年、ローターアクト、イン

ターアクト各委員会、共同で今年度の目標をクリヤ

ーしたいと考えておりますので、よろしくご協力を

お願いして挨拶と致します。

（ス　マ　イ　ノ‾しっ

斎藤　昭君　　会長からスマイルを委託されまし

た。又、庄内アルミの10周年記念

を盛大にやりました。アルミサッ

シ、ウロント工業、自動ドアをや

っており、お引立お願いします。

田中錦造君　　由良地区の防災スピーカーシステ

ム開通及び、7月のテレホンカー

ドのサマーキャンペーン。

阿部与十郎君　　今月8日に湯田川温泉に姉妹館湯

殿庵の竣工式をやり開業。

丹下誠四郎君　　コーセー美容院がルネッサンス調

に7月2日に新装オープン。

荘司俊治君　　今日のビジター、鶴岡西クラブ直

前会長の佐藤擁君の紹介。

松田士郎君　　銀座改造計画の為、7月8日に店

舗オープン。

吉野　勲君　　同じく7月8日大安吉日に開店。

藤川享胤君　　須田里恵子さんの歓送会を昨日、

青少年交換委員会とロータリー財

団委員会の共催で開催。

佐々木霊彦君　　「ロータリアン日記〇月〇日」欄

の原稿責任者となり、ご協力を。

日向一男君　　第1回目の会報、テープが途中で

止ったりしましたが、無事終了。

佐藤　衛君　　木村屋さんの工事をやらさせても

らいました。

秋野昭三君　　木村屋さんの工事をやらさせても

らいました。

（ビジ　タ＿＿二〕

鶴岡西R．C　　佐藤　　摸君

26日（火）プログラム予定

・ゲストスピーチ

羽黒工業高等学校校長　秋元噸雄殿

●ロータリー財団奨学生須田里恵子さんの激励歓送会が7月11日、

マリカ．ガスライトで行われました。

財団委員長挨拶

張　　紹淵署

ロータリー財団の奨学生として合格出来たことは

本人は勿論、御両親様家族のお喜びであり、おめで

とうございます。

私は先日、松田国際奉仕委員長さんから、一言頂

きたい旨の依頼がありました。この度は鶴岡ロータ

リークラブの財団奨学生をお送り出来ました悦びと

共に、クラブ会長はじめスポンサークラブの誇りで

あり、これまた、おめでとうございます。

私は、かつては故大原、村上などのバストガバナ

ーと福島駅前ホテルで、財団奨学生の試験担当をし



たことがありました。地区の十数名の中の一人を選

び出した事を、薄々と記憶しております。そのとき

は、はからずも、男で本クラブ推薦の農大の学生で

米国の方に財団学生として、でありましたが、その

後私の記憶では本クラブにはありませんでした。

この度が本クラブの第二番目のロータリー財団合

格学生で、この度は難関を立派に突破され本当にお

めでとうございます。

御承知の通り、今年の国際ロータリー年度は“ロ

ータリーに活力を－あなたの活力を’’とありますが、

これは奉仕の理想にもとづいたものです。

財団には、推進と学友会の組織があります。老令

者には話が長くなりますときらわれます……。あな

たは財団学生として健康をよく守られて、大小に国

際親善とよりよき理解を深められますよう、楽しく

一緒懸命に努力して下さいませ。それからお願いで

すが、お暇なときに会長宛にお便りをお願い致しま

す。

では、重ねて合格おめでとうと共に、前途を祝し

て私の挨拶と致します。ありがとうございました。

タ」一致感

（ロータリアン必携より抜粋）

職業分類の原則

会員の職業分類の原則はすべてのR．Cの基盤です。

これは、最初のR．C創立会員であるポール・ハリス、

ガスターバス・ローア、シルベスター・シール、そ

して、ハイラム・ショーレーの4人によって設定さ

れました。

職業分類の原則は、かつてはロータリー特有のも

のでしたが、のちには、ほかの奉仕団体でもとり入

れられるようになったものです。

職業分類の目的は、各R．Cが、かならずそれぞれ

の地域社会における、専門的な職業、団体活動など

の代表者をもって構成されているところにあります。

こうして、クラブのある都市で、会員は自己の職

業をとおし、それぞれの分野で社会に尽しています。

したがって、職業分類の原則は、ロータリーに活力

と多様性をもたらす源泉となっています。しかし、

職業分類と、会員資格とはたがいに、こまかくから

みあっております。

ところで、会員の種類について説明します。会員

の種類は次の4つがあります。それは、正会員（ア

ディショナル正会員をふくむ）、シニア・アクチブ会

員、バスト・サービス会員、それに名誉会員です。

そのなかで、正会員のみがそれぞれ一つの職業分類

をもっています。シニア・アクチブとバスト・サー

ビス会員は、かつては職業分類をもっていましたが、

いまはありません。　　　　　　（次回へ続く）

一一一朋二g〃忍gR官CORⅣガ尺－●一一●一一一一一一一一一一一●－●－●一一一一1

まごころ
葬祭具・神仏具一式

㈲秋　野　本　店
秋　野　　忠

鶴岡市本町二丁目（旧一日市通り）

mO235（錮0612㈹

幽1373

スポーツマンと共に60年
専門用具の店
体育器具遊具取付施工

菖州スポーツ
株式会社　皆川運動具店

鶴岡市銀座通り阻（吻0244

ポリオプラス募金にご協力ありがとうございました。
一一一一一一一一一ポリオプラスを成功させよう　世界社会奉仕委員会－

r

l

▲

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

▲

l

l

L

●

●

●

●

▲

▼

●

●

●

●

●

●

●

●

●

■

T

‡

‡

十

王

‡

‡

‡

‡

壬

T

‡

†



第1467囲例会　会報

出席報告：会員82名　出席59名

1988（昭63．7．26）　天候　晴

出席率69．57％　前回出席率79．71％

修正出席　66名　確定出席率轟．41％

（会長　報告）
市川輝雄君

長期に亘って中東に悲惨な血を流し続けてきたイ

ランとイラクに漸く平和が訪れようとしています。

山大に留学生として来て、すっかりクラブに慣れ親

しんだイランのエテバリ君などどうしているでしょ

うか。この地球上から一日も早く戦争を追放したい

ものです。

8月理事会の報告及び週間報告を申し上げます。

8月の第1例会日がガバナーの公式訪問日に当るた

め、本日繰り上げて理事会を行い、次の事項を決定

しました。

1．ポリオプラス推進特別委員会会計について

2．御情義諦君の職業分類（スポーツ団体）及び

委員会所属（職業奉仕委員会．30周年記念誌）

について

3．9月第4例会変更の件…3クラブ合同例会を

9月28日に行う。

4．鶴岡ライオンズ25周年招待の件

5．庄内国際青年祭広告の件　　30，000円

6．会員推薦の件

㈱三立取締役社長　阿部　貢君

（防災設備工事）　推薦者．日向一男君

7．アジアゾーン選出理事指命の件

○先週行われたクラブフォーラムは、初めての試み

にもかかわらず、すぼらしい出来栄えで所期の目

的を達成され、来月催される青少年奉仕委員会の

フォーラムのよい参考になりました。テーマが会

員増強と云う掴みにくいものだっただけに時間も

限定されていて、いささか観念的になりましたが、

次回はもっと具体的な問頓に迫ってもらえたらと

存じます。又、SAAによる会場設営に新鮮さを

感じました。会報の万にもご苦労をかけました。

020日に酒田山王くらぶに於いて吉田ガバナーと分

区内各クラブの会長・幹事との合同懇親会が行わ

れました。公式訪問時に各クラブに迷惑をかけま

いとするご配慮と存じます。奥様もお見えになり

公式訪問前に意義ある顔合せでした。

〇本日夜7時より第3コミセンにおいて、ユネスコ

主催の荘内日報社論説委員長．佐々木和弘さんと

00000000000000000〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇000000000000000000〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇00000000000000
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§　ロータリアン日記　〇月〇日　　入れ、足早に虎ノ門を去った。

§　　　　　　　　　　　　　　　　東京の国際ロータリー日本支部を尋ねる。ビザ
東京の夏は暑い。しかし、今日はめずらしく、

はだ寒かった。ビザを取りにアメリカ大使館へ行

く。早めに行ったつもりだったが、すでに大使館

前には長い行列ができていた。その上、雨まで降

り出して、憂うつな気分に拍車をかけた。

最近、不安からか、アメリカに行くことについ

てあまり考えたくなくなってきた。身体だけが準

9　備に専念して、頭は別のところにあるようだ。と

呂　にかく、待つこと一時間半、ようやくビザを手に

のコピーをFAXで財団に送るためだ。快く協力

していただいた。これで、東京での仕事は終った。

あと出発まで日にちはないが、しばらくはなに

もかも忘れて、家でゆっくりしていたい。財団の

奨学生の試験に受かって、はや一年たった。準備

で、気の休まる日がなかった。一日でいいから、

コーヒーを好きなだけ飲みながら、朝から晩まで

記憶喪失にでもなっていたい。
ロータリー財団奨学生　須田理恵子

0
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000



の座談会があります。ジャーナリストから見た社

会、国際情勢を膝を交えて聞くことの出来る貴重

な機会です。三井徹君よりぜひ皆様にお伝えして

くれとの事でした。

○姉妹都市NB市友好親善使節団一行が7月29日～

31日迄来鶴滞在されます。団長はNB市市長であ

り、ニュージャージ州の上院議員であるジョンA

リンチ氏ご夫妻一行8名で、4年振りの来鶴との

事であります。姉妹都市のきっかけはご存知のよ

うに、当クラブ初代会長．小花盛雄君が昭和35年

に渡米し、N．B・R．Cと姉妹クラブの盟約をした

のが始まりですから、因縁残からぬものがありま

す。30日のマリカホールにおけるレセプションに

は多数ご出席の上、暖かい歓迎をされたいものと

存じます。

○次回例会8月2日はガバナー公式訪問日となりま

す。例会終了後クラブ協議会を行いますので、各

委員長は計画書を持参の上、集合して下さい。

（委員長欠席の場合、代理を出すこと）大体3時

から3時半頃迄に終る予定です。

○矢部晋君が急に仙台に転勤になり、退会届けが出

ております。

秋元順雄校長への御礼

可隣な野の花ネジ花に象徴される根強く達しいも

の、スパイラルな学園活動は羽黒高校の地方に

（ゲストスピーチ）

しい独特な校風を生み出しています。地方の教育レ

ベル向上のため産学一体の実をあげ、一層のご発展

の程ご期待申し上げます。

〔‾幹事報盲つ　若生恒古君

○例会変更のお知らせ

・余目R．C

日　時　　8月5日　P．M6：30点鐘

場　所　余目商工会館

登録料　　3，000円

・八幡R．C　8月6日の例会を

日　時　　8月5日　P．M6：30点鐘

場　所　八　森　荘

登録料　　3，000円

・鶴岡東R．C

日　時　　8月10日　P．M6：30点鐘

場　所　　ことぶき会館

登録料　　3，000円

○会報到着　遊佐R．C

O年次計画書　鶴岡東R．C、遊佐R．C、八幡R．C、

余目R．C、酒田中央R，C

O前分区代理高橋君より暑中見舞い到着

OR．Ⅰ日本支局より公式名簿の注文

一冊　931円

08月1日よりR．Ⅰレート　1＄＝133円

『産学一体』の教育をめざして

「産学一体」を建学の精

神として、産業界の中堅幹

部養成に焦点を当てて、出

発した羽黒学園は、本年6

月23日で満26年を迎える事

が出来ました。高度経済成

長期を迎えていた創設期は、

県立の工業高校も相次いで

学校法人　羽　黒　学　園

羽黒工業高校長　秋　元　順　雄　氏

新設される等、戦後経済の第一変革期に当り、日本

が多くの工業人を必要としていた時期でありました。

羽黒学園の教育機関的な前身はありません。前身と

言えるものは、強いて言えば、学園建設の資材調達

の狙いで始められた事業部があります。学園誕生に

至るいきさつは、誘致企業と同じ側面がありました。

高等学校の認可は、異例の早さで認可されまして、

男女共学、柔剣道必修、音楽・美術等の情操教育、



鉄筋コンクリート校舎、スチーム暖房、フラッシュ

トイレ、カウンセリングルーム等を備え、当時、東

北では、近代的な高校として出発したわけです。機

械科と自動車科の二科編成でありました。その後、

高校進学率の上昇及び、ベビーブーム世代の収容と

いう地域社会のニーズに応える形で、昭和41年に普

通科の設置を行っております。創設頭初の地域的な

状況から、校外体験実習は、遠く首都圏に出かけて

行っております。今流で申します、勤労体験学習で

あります。

ここまで申しますと、お気付きの通り、臨教審答

申に出て参りました事柄は、大体、私共を含めた私

学の実践して来ました事柄を参考にしているという

事であります。日本の私学の歩みは、明治期の私学

取締法この方、官尊民卑の風潮が続きまして、戦後

の一時期は、まさに、危機に頻する時もあったので

ありますが、現在は、昭和70年代の生徒急減期を控

え戦国時代に突入しております。生徒数の確保を巡

って、各校種間、公私間、私私間の戦いであります。

それは、いかに各校が独自の特色、校風を鮮明にし、

教育効果を挙げ、魅力ある高校づくりをして行くか

という競争であります。東京以北では、最初に高齢

化社会入りした山形県の、然も過疎化現象の顕著な

庄内地方は、その最たるものであります。昭和74年

には、現在の公立高校の定員がそのままで、仮りに

公立高校が100％充足の場合は、庄内私学4校に入

学する生徒数は、ゼロどころではなく、マイナス40

名となります。現在、公私間の学納金の差は、4倍

から6倍ありますので、単純な言い方をしますと私

学は、公立の4倍頑張らなければならないのであり

ます。教育界では、高等学校は、幼稚園から大学ま

での間で、谷底の状況にあります。経常費二分の一

補助の私立大学並みに高校がなるとすれば、恐らく

公私間では、私学が優位に立つでしょう。理由は簡

単です。私学の職員がオーバーワークするからです。

私学に学ぶ生徒の保護者が、税の二重負担をしてい

る事実は、御案内の通りであります。マイナス・シ

ーリング以前は、前途にかすかに明るさが見えたの

でしたが、それも束の間、教育環境整備事業等に係

る補助制度は、後退しております。この事は詰まる

所、高度経済成長の終焉、ゼロ・サム社会への突入

を意味しております。そんな中で、文部省と日教組

は、教育サービスを税金で賄うという共通の考え方

をお持ちなのであります。然しながら、経済の成熟

化、国際化、高令化という大きなトレンド（潮流）

の中で、老人問題、福祉問題、医療問題、防衛費の

増大等で、国のパイの配分に於いて、教育への配分

は、頭打ちの状態にあります。先頃の臨教審提言の

結論は、制度改革の提言ではなく、教育内容改革で

ありますが、臨教育のひとつの教え万として、教育

への配分の頭打ち状態から、受益者負担の考え方を

導入しなければ教育は良くならないとしています。

という事は、公立・県立高校では、受益者負担をも

っとすべきであり、負担の重い人には、奨学金制度

を充実すべきだという事であります。税金で教育を

する事の妥当性に矛盾が出た、つまり一定の教育を

する事は、今の子供には無理になっているという事

になりますと、今後は、多様な教育をする私立学校

教育が非常に大切になってくるという事でありますっ

戦後の教育改革の流れを足早に見ると、昭和20年

代初め、アメリカの教育制度をそのまま導入し、30

年代には、高度化した学問的な事、知識を体系的に

教える事に改革、40年代になると、進学率の上昇に

よる生徒の多様化から、アカデミックな事を教える

という路線では、生徒がついて来られなくなり、そ

れに対応する教育内容の多様化へと改革の流れが変

り、50年代には「ゆとりと充実」についての改善が

行われ、60年代に至っているという事になります。

また、この度の臨教審に於ける、初等中等教育に関

わる答申内容に触れますと、第一次答申では、中等

教育段階に於ける多様化をその内容とする、6年制

中等学校、単位制高校、専修学校の高等課程の大学

人学資格が取り上げられていますし、二次答申では

学校と生徒と家庭の連携、道徳教育の重要性という

事で、徳育の充実、教育内容の改善、教員の資質の

向上、教育条件の改善、いじめへの対応が上げられ

ております。教育内容の改善刷新の問題では、創造

力、思考力、判断力の重視と、基礎基本を養成しつ

つ個性を育てる事、ボランティア活動が重視され、

多様化と個性化、国際化と情報化が取り上げられて



います。教育課程の改善に於けるトレンドは、生徒

の多様化に応じた多様化路線であります。因に、文

部省の「知・徳・体」に対して、臨教審では「徳・

知・体」としております。第三次答申では、生涯学

習、後期中等教育の多様化、教育内容の変化、通学

区域、塾問題、教科書問題を取り上げているのであ

ります。教育産業も、巨大化したと言われる今日、

各省庁のせめぎ合いもあるわけですが、全国津々浦

々にあります塾は、通産省ではサービス業として、

文部省では生涯教育として位置づける訳であります。

ところで、全日制高校の生徒収容率は、昭和62年度

山形県は101．8％と、山梨県の102．3％に次いで、

第二位を占めております。全国の全日制高校の生徒

収容率は90％ですから、いかに山形県が高いかわ解

りいただけると思います。この事は、進学競争率が

極めて低い事を意味すると同時に、大学進学率が全

国で、下から4番目という位置を占めるひとつの要

因にもなっているのであります。更に言いますと、

庄内地区は、学納金の値上げが困難な地域でありま

す。然も田川地区は、飽海地区に大学進学率に於い

ては負けております。けれども、庄内は、何が良い

かと言えば、人間にとって一番大事な水が、一年中

おいしい地域であります。ブナの乱伐等で、蘭養地

を荒さないかぎり、当分心配ないという地域です。

また、出羽商人を輩出して来た地域でありますから

素材が悪かろう筈がありません。ただ、人口が少い

だけ、自己主張や表現力が乏しいだけであります。

育成の仕方いかんで、文武両道の目標を達成出来る

子供達に恵まれた地域です。そして、大変ありがた

いことは、産業報国の実を挙げ得る人材養成機関と

して出発した、私共の学園に対しまして、実に多く

の地域産業界から御理解と御支援をいただいている

という事であります。結論から申しますと、今後、

羽黒学園は、建学の精神「産学一体」から「学産一

体」の道を歩んで行くつもりであるという事であり

ます。高等学校私学の運命は、今後10年で決定づけ

られると思います。そこで、私共は首都圏から生徒

を募集する事で、丙午の生徒急減期に対応するとい

う先達役を演じたように、この度は、5年前から準

備を進め、学科改編第一「弾として、東北初の電子電

気系学科の電子機械科を61年4月にスタートさせま

した。同時にCAIシステムも東北初で導入いたし

ました。機械科一学級を廃止し、電子機械科を一学

級新設したものです。狙いは、テクニシャンの養成、

庄内地域に優秀な人材を定着させ、技術レベルの向

上による産業振興と地域の活性化に貢献する事にあ

ります。現在の日本経済は、戦後第三の変革の時代

を迎えていると言われます。第一の変革は、先進国

型産業構造のいわゆる高度成長の時代、第二の変革

は、石油危機を迎えての省資源、省エネ型、技術先

端型の時代、そして、第三の変革時代は、水平分業

への転換、水平分業体制への転換の時代を迎え、こ

の変革の波を乗りきらなければならない訳です。そ

して、新しい事業展開の流れは、国際化、業際化、

情報ネットワーク化の動きとなり、これらの影響は

新卒一括採用、終身雇用制度、年功序列賃金という

日本型人事給与体系から、中途採用や能力給、契約

制がジワジワと広がりを見せ、既に、従来型社員7

割に対し、中間採用社員が3割という会社も出て来

ております。経営のパターンも、ピラミッド型から

ネットワーク型、或はアルプス型への変化を見せて

きています。ヒト・モノ・カネの経営三大資源は、

各々能力の再開発、多品種少量生産、国際的投機の

金融情勢判断の必要性を意味するものでありますが、

プラス第4の資源に情報が登場してきております。

課題に対する柔軟性（フレキシビリティー）と適応

性（アダプタビリティー）が求められる時代となっ

た訳です。商品の標準化、大量生産、輸出主導とい

う従来型から多様化、高度付加価値型、国内市場即

応型への変化がある訳です。現在日本の輸出は、G

NPの一割に過ぎません。9割は内需です。これま

で裾野の広い自動車産業は、5割から6割を輸出に

依存して参りましたが、輸出規制を受ける時代とな

りました。そして、アジアNI CSからの輸入は、

85年平均に対し、87年末は、実に2．5倍になってお

ります。こうした種々の状況を踏まえて、先行きの

見通しを立てなければならないのでありますが、い

よいよ昭和67年使用開始が見込まれる庄内空港も、

当然、予測してみなければなりません。同じく、日

本海側の鳥取県営空港は、昭和47年7月31日使用開



始、滑走路は1，8Ⅲ〕郡一本、面積lnl．3如、年間乗

降客数15万人、貨物量403トン、乗り入れ航空会社

は、ANA（全日空）であります。産業界期待の貨

物量は年間で、10トン車40台分であります。私共、

学園関連の貨物便は、10トン車で遇3回、首都圏と

往復しております。それは、扱い貨物が比較的重い

物だからでありますが、航空貨物の場合、付加価値

の高い物、或は軽量の物である事が当然要求されて

くる訳です。年間、10トン串で40台分で答えを出し

て行かねばならないとしたら、企業誘致する場合に

も、ただ単に生産機能の一部が来る形態ではなくて、

管理機能まで来なければいけないと思いますし、地

場産業であれば、競争力のあるオリジナル製品や産

物である事が要求されると思います。そうなります

と、技術開発、基礎研究に当る人材、管理部門、行

政、政界部門で活躍出来る人材を庄内から出し、庄

内に定着させなければなりません。人材養成の為の

優秀な人材は、然し、庄内空港等、高速交通網が整

備される時点で、永住は無理でも、集中講議という

手段がありますから、招致可能となって来ます。

羽黒工業高校は、総合高校化を進めていますが、

現在の所、工業の二文字を取れないでいます。とい

うのは、地域の現在の雇用能力では、就職希望者の

全部を収容出来ず、どうしても県外からの求人に頼

らざるを得ないからであります。学産一休体制づく

りは、スパイラリー（螺旋状）に進めております。

まず、“Reading bullds mind”です。蔵書数

33，500となりました図書館、創造の館は、短大レベ

ルの三万をクリアしております。地道な基礎研究、

開発に必要な強靭な体力・気力づくりの為に、また

知恵を出し工夫し、感覚を磨く目的で、本年度は、

体育館兼講堂の着工を見ております。視聴覚ライブ

ラリーの充実にも着手致しました。体育と文化の充

実の為の投資は、7億になりますので、次の事業、

研究棟の建設までは、少し時間が必要だと思ってお

ります。学科改編の第二弾は、工業科一学級を廃止

し、普通科→学級を増します。そうしますと、工業

科四学級、普通科三学級の学年編成となり、就職に

も進学にも強い鶴翼の陣形が出来ます。弦で、お手

本にしなければならないのは、堅実な中小企業の姿

勢であります。どんな状況にも、フレキシブルに適

応して、日本を支えてきたのですから、人材養成も

そのところを真似して行きます。かつては、工業高

校出身者が経済を支えて来ました。私達も、庄内の

経済を支えるような人材を一人でも多く出すよう努

力して参ります。いかなる時も希望を持って、たく

ましく生きる事の出来る様、今は卒業まで、5種目

以上の資格取得を義務づけておりますが、勿論、職

員にも種々な課題に挑戦させております。私学のレ

ベルは、スポーツのレベルとも言われますが、頂点

に立つには、日常の研究がなくては不可能だからで

あります。これからも、前進あるのみ、、天は自ら助

くる者を助くの如く、事業部の男子部門を強化し、

収益を上げて行き、大学構想の実現を計って行くつ

もりであります。百億のプロジェクトは、無医地区

の抱える問題と共通するものをはじめ、困難な状況

はありますが、やりがいのある、夢のある仕事です。

これからも、楽しみながら、焦らず、スパイラリー

に進めて行きたいと思います。

⊂套＿＿鼻会報盲つ

（如オプラ元進軍垂〕
佐藤　　忠君

○ポリオプラス募金計画について

（前回例会時に全員に配布済み）

（世界社会奉仕委員⇒

お　　願　　い

山口篤之助署

08月会報掲載予定者

藤川享胤君．川上栄樹君．荒井宏明君

若生恒吉君．碓氷節雄君．円山喜一君



上野三郎君

以上の方は、原稿と掲載料（2，000円）を8月2

日迄、事務局に届けて下さい。

（退　会　挨　拶）
矢部　　晋署

今回、大変突然ですが仙

台に転勤する事になりまし

た。我々の転勤は発令にな

りますとすぐ新任地に赴か

なければならないと云う厳

しいもので、明日、鶴岡を

離れます。

2年弱前に前任者の坂本

局長に対して大変ご協力を頂いた事を御礼申し上げ

るとともに、皆様方のご厚意に報いる為に頑張った

つもりですが、短い期間だった事で、地域の皆様に

若干混乱を与えた事もあったのではないかと反省も

しています。又、後任には鶴岡出身の富田利信君が

昨日着任しております。皆様方のお仲間に入れて頂

ければ大変有難いと思います。

（ス　マ　イ　ル）

石川寿男君　　土地を購入しました。

関原亨司君　　矢部局長のご栄転を祝して。

昭和63年7月8日開業

一一●雌花等CORⅣER・－

◎金森ホカリ
山和虔一位同市′岩田JIl息崇

蕗毒施昭和63年7月8日開業

代表取締役　阿　部　与　十　郎

（ビ　ジ　タ　ー」

鶴岡西R．C　　佐藤修弥君

8月9日のプログラム予定

○ゲストスピーチ

山形大学農学部教授　笹原陸夫殿

「農作面のバイオテクノロジー」

カット　石井敬三君

ヽ＿＿／

■－－－－■－－－－－－－●－－－－●－－

tt奉仕の理想にもとづく指定救急医院i－

張外科内科医院
張　　　紹　渕

鶴岡市日吉町9－槌
m O235（2分2435

2436

ー●－一一一一一一一一一一一一一一一一・ポリオプラスを成功させよう　世界社会奉仕委員会

ポリオプラス募金にご協力ありがとうございました。
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賢二撃
（会長報声〕

市川輝杜若

漸く夏らしい暑さになり、なにやらホッと致しま

した。宮沢賢治の有名な詩「雨ニモマケズ風二

ケズ」の中に「サムすノナツハオロオロア

いう一節があります。7月に入って真夏

なく、やっと7月31日になって気象台は

「梅雨明け」を宣言しました。日照不足で

る農作物への影響が心配されています。

録は明治35年以来の記録だそうです。

さて、本日は待ちに待った吉田

問日であります。遠路のご訪問に文

ヾナーの公式訪

表します。私にとっては日照不足より

が心配なのでありまして、まさに青くなった

なったりしなければなりません。なにしろガノヾナー

は体調充分で大いに張切っていらっしゃいます。ご

れも署からず寒からずの天候異変が続いたおかげか

も知れません。このあとじっくりとお話しを拝聴致

したいと思います。引続いて協議会も行われますの

○⊂⊃○⊂〉○⊂⊃○⊂〉○⊂）○（⊃○⊂〉○⊂）○（＝10⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉OC〉0⊂〉○⊂）○（⊃0⊂〉OC〉○

ロータリアン日記　〇月○日

当クラブに入会して二ケ月が過ぎました。たま
たま例会の雑談の中で「毎週火曜日の例会出席が

どうもおっくうでたまりません。何となく敷居が

高いんです」と話していましたら、佐々木先生に
その気持ちを書いてみろと微下命を賜り、つたな
い文章を書く破目になりました。さて自分の気持

ちの分析となるとこれが仲々難しいものです。

結論から先に申しますと、本当の意味でのプラ
イドが持てればこの気分も解消という事なのでし

ょう。現在は汗を流して働いている社員に、そし

で、各委員長さんよろしくお願いします。

それから7月烈日、鶴岡市と姉妹都市であり、当

ブとの姉妹クラブもあるアメリカ．ニューブラ

市の親善使節団一行8名が来鶴されま

であり市長であるジョン　A・リンチ

様同伴の賑やかな顔ぶれでした。4

年ぶりの訪閥で、すっかり打ちとけられた印象を受

けまじた。当クラブの初代会長であった故小花盛雄

さんの僚渡しが姉妹都市盟約のキッカケでもありま

すし、NB薪との友好協会会長が三井徹君で、当ク

ラブ会員の多くが協会員であるとこから、歓迎レセ

プションには多数の皆様にご出席頂き有難うござい

ました。おかげさまで大いに友好親善の絆をより固

く結ぶことができたのではないかと存じます。三井

徹君、新穂光一郎君、連日ご苦労様でした。ちなみ

に、鶴岡とNB市との国際親善に対してリーダーズ

ダイジェスト社より中規模都市間の優良姉妹都市と

して表彰されています。

以上で会長報告を終ります。

⊂〉○⊂〉（⊃⊂〉○⊂）（）⊂〉○⊂）（）⊂〉○⊂）○⊂〉（）⊂〉（）⊂lO⊂）（〕⊂〉○⊂）（〕⊂〉（）⊂〉（⊃⊂）0

0
〇

て世間様に何となく後ろめたい気持ちが拭い切れ
ないのです。正直に言えば亡き親父がロータリー

活動華やかな頃、私もチョッピリその生き方を批

判的な目で見ていた事がありました。そんな過去
の気持ちも今の私のフラフラしたものにつながっ

ているのでしょう。

さて、これから先の事が大切なわけです。こん

な作文を書かされている事も何かのキッカケには

なりそうです。とにもかくにもやってみましょう。

少しづつ、それしかないわけですから。

小　松　　稔
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⊂重し事翠＿j⊃

○例会変更のお知らせ

・酒田R．C

日　時　　8月10日（水）P．M6：00点鐘

場　所　ホテル　リッチ酒田

登録料　　4，000円

・温海R．C

日　時　　8月2日（火）P．M7：00点鐘

場　所　鼠ヶ関ビーチセンター

登録料　　4，000円

○年次計画報告書到着　　鶴岡西R．C

O氏名公表

NHK鶴岡支局長　富田利信君

（委員会報告）

（出席委兵舎）

〇年間皆出席　　ありません

07月100％以上出席　　5名

500％…‥新穂　　　400％…‥佐藤（元）

250％…‥張　　　　175％…‥市川．若生

07月100％出席　　　48名

秋野（忠）．阿蘇．藤川．布施．秋野（昭）．石井

石川（寿）．石黒．板垣（俊）．板垣（広）．飯野．

黒谷．小池．加藤（賢）．毛呂．迎田．松田．

皆川．村中．中江．中沢．佐藤（昇）．佐藤（忠）

佐藤（噸）．佐藤（衛）．佐藤（友）．荘司．

鈴木（善）．鈴木（弥）．関原．佐々木．鈴木（肇）

斎藤（昭）．斎藤（昭）．斎藤（庄）．高橋．丹下．

杉澤．松沢．高田．塚原．忠鉢．笹原（信）．

碓氷．山口．吉野．日向．来海．御橋

（親睦活動委員会）

08月会員誕生

庄司嘉男君．川上栄樹君

小松　稔君．杉澤保吉君

三井　　徹君．三井賢二君

08月奥様誕生

藤川一子様．布施和子様

吉野英子様．阿蘇幸子様

⊂を二＿＿マイj‾「）

吉田ガバナーの来訪を心から歓迎申し上げ、スマイ

ル致します。

会　　　　長　　　　市川嘩雄君

幹　　　　事　　　　若生恒吉君

会長エレクト　　　　　高橋良士君

副　会　長　　　　佐藤　　昇君

職業奉仕委員長　佐藤　　衛君

社会奉仕委員長　迎田　　稔君

国際奉仕委員長

青少年奉仕委員長

直　前　会長

クラブ会計

庄　内　分　区代理

庄　内　分　区幹事

国際青少年交換
小委員会地区委員

イ　ン　タ　ー　アクト

小委員会地区委員

松田士郎君

碓氷節雄君

吉野　　勲君

斎藤庄治君

新穂光一郎君

佐藤元伸君

藤川宇胤君

張　　紹淵君

30周年実行委員長　三井　　徹君

30周年実行副委員長　小池繁治君

ポリオプラス推進
特別委員会委員長

Ⅰ・G・F特別委員会
委員長

佐藤　　忠君

佐々木光彦君

S・A・A　委員　長　荘司俊治君

親　睦　委　員　長　石川寿男君

吉田　仁ガバナー

斎藤　昭君　　台中港区扶輪社の珍さん、姉妹ク

ラブ委員長の黄さんより30周年記

念式典に30名位来訪するとの連絡

がありましたので。

塚原初男君　　おはようソフトが終り、Dクラス

で優勝致しました。

）



杉澤保吉君　　先週26日の東北電力の「夕曲の夕

べ」で多数の参加を得、成功裡に

終了致しました。

新穂光一郎君　　鶴岡市勤労者会館が完成しました

ので。

秋野昭三君　　鶴岡市勤労者会館の電気工事が終

りました。

碓氷節雄君　　ライラ研修会に出席して、又タバ

コを休んで1年経過致しました。

御橋義諦君　　休協の副会長に選ばれました。

石井敬三君　　先日のクラブフォーラムの最後に

原稿を掲載していただきましたの

で。

阿部与十郎君　　7月30日、早稲田大学グリーンク

ラブの演奏会が文化会館で行われ

成功裡に終りましたので。

張　紹淵君　　先日、地区の第一回の総会に出席

し、高令者のための特別委員会が

創設されましたので。

（ガバナー紹介）
市川輝雑著

吉田仁ガバナーをご紹介申し上げます。

先生は大正12年のお生れで、所属クラブはいわき

（ガバナー岳亘〕

平R．Cであります。職業分類は整形外科、勤務先は

吉田整形外科医院となっています。

昭和20年日大医科ご卒業後、東北大整形外科から

秋田県立中央病院整形外科部長、福島労災病院整形

外科部長を歴任され、現在地に開業されておられま

す。いわき市の医師会会長、福島県医師会副会長も

おっとめになりました。

以上は略歴ですが、人間としての内容は書いてあ

りません。ガバナーとは会長幹事会を含め、数回し

かお会いしていませんが、お人柄のアウトラインは

掴んだっもりであります。

吉田ガバナーは名だたる外科医であります。よく

名医のことを「鬼手仏心」の人と云いますが、表面

は温顔春風齢蕩としてカドを見せませんが、いざと

なれば鬼をもとりひしぐようなメスの冴えをみせる

万であります。また、眼光紙背を読むような透徹し

た眼と、瞬時に病状を判断する力を持っています。

今日のクラブ協議会では薄いメッキでは通用しま

せんので、悩み事があれば裸になって先生に訴えて

下さい。先生は253地区の各クラブの健康管理を預

る医師であり、公式訪問はその回診であります。

それでは我等が国手、ホームドクターである吉田

ガバナーのご講話を拝聴したいと存じます。

国際ロータリー第253地区　吉　田　　　　仁　ガバナー

只今会長さんから過分な

ご紹介を戴きました吉田で

ございます。整形外科とい

うことで、この中にも多く

の先生方がおられますが、

これからのお話しも同業の

よしみでご勘弁頂きたいと

思います。

まずは私、早坂源四郎先生を生み、また石黒バス

トガバナーを生んだ大変歴史のあるクラブを訪問で

きましたことを大変光栄に存じます。また、分区代

理の新穂光一郎きん及び分区幹事の佐藤さんにも、

この庄内地区に入りまして大変お世話になりありが

とうございました。それから地区の役員として張先

生、藤川さん、いろいろ地区運営に関しご協力をい

ただいたことにも、この席を借りまして厚く御礼申

し上げます。

午前中、会長さん、幹事さんといろいろ懇談致し

ましたが、ここにも戴きましたこのクラブフォーラ

ムという内容を見ましても、非常に勉強しておられ

るクラブで、私、新前のガバナーとして襟を正さな

くてほならないというつもりでおりますので、今日



の協議会につきましても非常に浅学ではありますが、

皆様のご協力を戴きながら進めて参りたいと思いま

すので、ご協力万お願い致します。

この例会で約20分のスピーチをしろというような

ことでありますので、これからお話し申し上げたい

と思いますが、私、ロータリーの歴史をサラッと読

んでみましたところ、どうもこれは人生の縮図では

ないかという感じでおりまして、いろいろ「ロータ

リーの友」或は「生きているロータリー」とか「す

こやかなロータリー」というような表現でロータリ

ーをみつめております。

ナッシュビルにおきましても、テーマとして、こ

こにあります「PUT LIFEINTO ROTARY

r YOUR LIFEJ LIFEというのは生命であり、

生活であり、活力であるというようなことで、この

解釈につきましては生命にするか、活力にするかと

いうことで大部翻訳者ではもめたようでありますが、

結論は活力ということに落ち着いたようであります

が、私、本日申し上げたいことは、我々一つの人生

という中でこのロータリーの生命とどのように結び

つけていくかということでお話し申し上げたいと思

います。

苦、中国の宋の時代ですが、朱新仲という思想家

がおりまして、人生5計説というものを立てました。

これは要するに、生計（生活のための計り事）、家

計（経済的にどう自立していくか）、身計（いかに

健康に過ごすか）、老計（いかに美しく老いるか）

死計（いかに安らかに死ねるか）ということであり

ます。朝日新聞その他で「死を見つめて」とか、い

ろいろお話しが出ていましたが、要するに人間の死

というものを精神的、宗教的に考えていくというこ

とで、これは私も医者でありますので、これまで何

人かの患者さんの臨終ということに出会って参りま

した。そのあたりに生命の神秘とか、或は医学の無

力さというものを痛感していた訳でありますが、最

近のアンケート調査によりますと、「皆さんどこで

死にたいと思いますか」という問いに対して「自宅

で死にたい」というのが圧倒的のようでありました。

自分の造った庭とか、隣近所の人とか、或は自分の

建てた家、そういうものにまとわられながら死を迎

えるというのが希望のようであります。現状はどう

かと申しますと、やはり病院で医師と看護婦、いわ

ゆる面会謝絶の看板のもとに家族との対話もなく、

他界される方が多い訳です。こうした反省から医師

会、或は看葦婦、そうした関係の人たちから「これ

で良いのだろうか」という考え方が最近出ておりま

す。要するに安らかな死というものは、肉休的な苦

痛もさることながら、精神的、社会的、或は宗教的

それから家族、そういう関係の苦痛がある訳であり

ます。そういう苦痛がない状態、それが私は美しく

老いる状況ではないかと考えています。要するに肉

体的苦痛がないということが、いかに健康であるの

かということであります。

それから、精神的苦痛というのは、人生の意味を

よく理解する、或は幸福な家庭を築いていくという

ようなこと、それから社会的には自分の事業所、或

は従業員の問題等が円滑にいっているということ

又、宗教的な問題ですが、これは一生懸命信仰した

のにどうして病気になったのだろうかとか、或は自

分の人生の一生に何か罪深い俄悔的なものはないか

というようなことで、それが宗教的な苦痛でありま

す。こうした宗教的、肉体的、或は精神的、社会的

苦痛がない状態が美しく老いる第－の条件でありま

す。

それでは、いわゆる家計とか身計とかいうことが

美しく老いる前の一つの前提なわけですが、では、

生計（一生の計り事）というものはどうするのかと

いうことを考えてみますと、昔、中国の諺に「一年

の計ならば穀物を植えよ、十年の計ならば樹を植え

よ、一生の計ならば人間をつくれ」という話があり

ます。こうした中で我々は、ロータリーの一つの精

神というものを人生の中にどのように組み合わせて

いったらよいのだろうかということを考えてみると、

私は心の健康、要するに人間関係を良くする、或は

社会によく適応していく、或は情緒を豊かにする、

そして人に恥じない行動をすること、これらが心の

健康を保つ第一の条件であります。しかし、夫々に

一つの環境というものがありまして、その環境にど



う対応していくか。ある人はその環境にそのまま噸

応していく消極的タイプというのがあります。もう

一方に、環境をどんどん自分の都合良い方向に変え

ていく積極的な人もあります。いずれにしても夫々

ある環境下にあって自分の人生訓とか信念でそれぞ

れ対応している訳です。

もう一つ、我々人生についてまわるのが要求不満

というものであります。これは積極的な人にも、消

極的なタイプの人にも、いずれにも欲求不満は出て

参ります。この欲求不満そのものは取り除くことは

できません。ただ、そこにどう反応していくかとい

うことが問題なわけです。

一つには、何でも自分が悪いんだというタイプと

いや、何でも人が悪いんだと他人のせいにしてしま

う、2つのタイプがあろうかと患います。いずれに

しても両極端というのは心の健康上、非常に良くな

いことでありますけれども、東洋的思想から言うと

「人をとがめず、ただ己の足らざるを責める」との

諺がありますが、日本人はどちらかというと自分を

責めることが多い訳ですが、このような技術革新の

時代になりますと、うつ病とかそのような病気に結

びついてきますので、そのようなところは適当に他

人のせいにしてみたり、自分のせいにしてみたりし

てバランスをとって過ごすことが必要だと思います。

もう一つ医学界で問題になりますことに癌の告知

ということがあります。これは告知された人がそれ

からの一生どう考えるかというアンケートがありま

す。それをとってみますと、奉仕をしたいというこ

とであります。我々ロータリーで日頃、超我の奉仕

自我の奉仕等と言っている訳でありますが、それを

追求するにしても、やはり死というものを見つめる

ような条件にならなければ、そういう境地に達しな

いものと思います。やはり我々はそのような状態に

ならなくても、それに到達しようとする一つの努力

というものが大切ではないかと思います。

それでは超我の奉仕というものについて一体どう

なのかと言いますと、私はやはり心に問題があるの

ではないかと思います。では心というものを医学的

に、哲学的に、仏教的に考えてみるとどうなのか。

まず医学的には心と体の一体感、どこに心というも

のがあるのだろうか。これは仲々難しい問題で、医

学がどんなに発達しても、ここに心があるんだとい

う場所は指定できません。ただ脳にはあるんだろう

という程度のことしかわかりません。では哲学的に

はどうなのかと言いますと、これはまた脳と心は全

然別なものというような考え方、そして作用も別だ

ということ。また、ある刺激を受ければ脳も心も一

緒に活動するんだというような、まあ、いろいろな

説があるようですが、いずれにしましても人間に心

がないという人は誰もいないと思います。そういう

ことで仏教的に見ますと、心のことを識（シキ）と

いうことで、心の研究をすることを唯識哲学という

そうであります。我々が普通耳で聴く、モノを見る

或はモノを味わうという感覚的な意識、その上に意

識という普通の意識があって、その上に未那識（マ

ナシキ）というものがあって、大体この辺が我々が

無心で何かやっちゃったという無心に当たるようで

あります。その上に阿羅邪識（アラヤシキ）という

ところがありまして、それがどうも超我、或は自我

というところのようであります。日本では昔から茶

道だとかいろんな形で阿羅邪誠の境地を勉強して、

それが禅という形で、現在それを研究する宗教とし

て禅というものがあるようであります。いずれにし

ましても、日本人は古くから心の深さというものを

研究していたのではないかと患います。

3～4年も北欧に行ってみました時に、外人の心

の福祉制度の在り方というものを見ました時に、ま

ったく日本では考えられない心の広さというものを

痛感しました。これはとても日本人の発想ではそう

いうことに到達しないものがあるようでございます。

そうしますと、我々ロータリーで、いわゆる奉仕と

いう事をやる時に、どうも東洋的思想で控え目だと

いうことでは充分な奉仕はできないのではないかと

思います。ある程度、心の広さというものを持った

方が良いと考える次第です。いずれに致しましても

人間の心というものは科学とか技術とか宗教とか芸

術とか、そういうもののいっしょくたの一つの文化

というものをっくりあげて、夫々の国が、それぞれ



の文化を持って、それを我々は世界交流という形で

お互いに求めあっている訳であります。要するに人

間の心と精神というものは本当に果しないものだと

思いますが、こういうことを基にして我々は社会生

活をしているわけでありまして、このLIFEという

ものを私、最初に我々の生活にどう結びつけていく

のかと申しますと、このLIFEという言葉を「生

活」というように考えてもおかしくないのではない

かと思います。毎日の生活、それをロータリーにつ

ぎ込んでいくことが我々の人生にとって大いにプラ

スになるのではないかということで、この辺で結論

にしたいと思います。

ご静聴ありがとうございました。

尚、引き続きロイス・アピーRI会長メッセージ

のビデオ放映が行われました。（詳細は省略させて

いただきました。）

8月16日のプログラム予定

○ライラ研修会報告　　青少年奉仕委員会

○新入会員スピーチ　　御橋義諦君

一一一朗膿gR等CORⅣgR

銘菓寺領

㊥木　新　屋
代表取締役社長　吉　野

タJ感
（ロータリアン必携より抜粋．第1465回会報より続く）

職業分類の原則（2）

シニア・アクチブまたはバスト・サービスになる

ことにより、その職業分類は新しい会員に貸与され

ることが可能となり、それによって自己のロータリ

ークラブの拡大に貢献します。名誉会員とは、過去

あるいは現在、クラブの区域に居住し、ロータリー

の理想促進への功績によって、名誉会員に選ばれた

人であります。投票権はなく、会費は無料で、名誉

会員に選んだクラブのみに出席できます。

国際ロータリーの定款および細則、梗準ロータリ

ークラブ定款によれば、各クラブの正会員は、個人

個人の職業によって分類されなければなりません。

ロータリーにおいては、職業分類とは、個人の関係

する特定の会社、団体または職業の活動を説明する

言葉であり、職業分類は、正会員に「貸与される」

となっています。例外もありますが、正会員は、各

職業分類につき1人が入会をゆるされます。そして

同じ業種または職種の分類にかぎって、アディショ

ナル正会員を推薦することができます。（アディシ

ョナル正会員は、自分の推薦者が正会員でなくなっ

たとき、自分の職業分類を失なう場合をのぞいて、

あらゆる実際的な面において正会員と同様とみなさ

れます。）しかし、推薦者が正会員でなくなった場

合でも、アディショナル正会員が正会員として、職

業分類の空席をうめるべく選ばれることも多くあり

ます。　　　　　　　　　　　（次回へ続く）

恩0235（2分4530㈹

電子計算機に依る受託計算
特定労働者派遣事業所

株式会社鶴岡電子計算センター

代表取締役社長　碓　氷　節　雄

鶴岡市家中新町6番26号
℡0235㈲6166㈹

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・ポリオプラスを成功させよう　世界社会奉仕委員会

ポリオプラス募金にこ協力ありがとうございました。
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（会長報告）
市川輝雄署

今日は8月9日、長崎原爆記念日であります。

我々大正及び昭和1桁生れの者にとって、毎年

なると8月6日、9日、15日と胸のしめつl

ような日々がやってきます。

悲惨な戦争の記憶が薄れ、豊かさの中I

難さが埋没して、あの日の事が遠い蜃気

かすんで見えることがあります。そして

ら眼をそらすように、我々戦争休験者i

語りたがらない……。それが良い

ー人類の破滅につながる核戦争の

お続いているのですが。

か悪いことか

○先週当クラブを公式訪問された吉田ガバナーま

早速礼状がきております。会報に掲載致し

○新入会員として阿部責（みつぐ）君、会員選

所定の手続きを完了して本日入会することになり

ました。一日も早くクラブに融け込み、よきロー

タリアンとして努力されます様期待致します。又

皆様も好意と友情をもって新会員のご指導方よろ

しくお顔いします。

にいわき市において開催される年次大会

講が入っております。日程表及び記念

などの案内を回覧中ですので、参加

局まで至急ご連絡下さい。

ミナーの開催の御案内

日　時　63年9月18日　9時～15時10分

場　所　米沢　九里学園教育センター

2・昭和63年度田川地区中学校・高等学校英語弁論

大会の御案内

日　時　　9月13日（火）　9時～15時

場　所　鶴岡第3コミュニティーセンター

3．会報到着　東京R．C、鹿児島西R．C、山形R．C

山形西R．C

ロータリアン日記　〇月〇日

午前様の弁
元来酒がきらいな方ではない小生にとって、親

しい先輩、友人、或は会社の仲間とワイワイやり
ながら酒を汲み交すことは大変楽しいことである。
今年の一月に来鶴して以来、誘ったり誘われたり
で、かなりの頻度で夜、街中を飲み歩き、その結
果、お陰様で街の地理にはかなり詳しくなった次
第である。ただ一番問題なのは、飲むと時間の観
念がなくなることである。翌朝目が覚めて、ズキ
ンズキンする頭の中でそっと夕辺から帰宅までの

喜　軌跡を追ってみる。飲み初めの頃の情景は明瞭に
0　　一主当・j・7－1、ZJ、さ　　－＋1日目IJ血ヒlナ・ナ＞．h J≡ヨ一・七少－ナ　＿．＿．．す．．，＿覚えているが、中間は腱になり、帰宅については
0
0（＝）

豊沼去三笠慧羞謁禁㌘詣悪霊；言詣萱
に残念なことである。午前様になって家に帰ると　9

女房は、日常茶飯事と割り切っているのか、どう
でもいいと思っているのかどうかわからないが、

極めて平和な顔をして寝入っている。小生として
は、それに腹が立つ訳ではないが、「もうこれ以
上立っていられるか」とばかりにバタンキューと

相成る次第である。しかし、いずれにしても酒が
飲めるということは健康の証しであり、それにも
増して良き先輩、友人がいるからこそ酒もうまく
飲めるのではないかと思う。持っべきものは良き
先輩、良き友人であるとつくづく思う今日此頃で
ある。　　　　　　　　　　　荒井宏明

○⊂〉○⊂〉0000〇〇〇〇〇⊂）○⊂〉〇〇〇⊂）〇〇〇⊂〉〇〇〇⊂〉〇〇〇⊂IOOO⊂〉〇〇〇⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉〇〇〇⊂〉〇〇〇⊂〉○⊂〉〇〇〇⊂〉〇〇〇⊂）○⊂）○⊂〉00〇〇〇⊂〉○⊂〉○⊂）〇〇〇〇



（新会員紹介〕
日　向一男署

1・氏　　名　　阿　部　　　責君

2．生年月日　　昭和24年9月16日　諮才

3．自　　宅　　酒田市千日町8番3号

4・職　業　㈱三立　代表取締役社長

5．家族構成　妻　　広　子様

長男　孝　之様

次男　知　之様

三男　直　之様

母　　初　枝様

6・略　歴　県立酒田工業高等学校電気科卒業

7．趣　　味　　軟式庭球

（新会員挨拶）
阿部　　責苦

こんにちわ。只今ご紹介

いただきました阿部貢です。

日向さんの万からいろいろ

とご推薦されまして、皆様

からご承認いただきまして

今度新しく入会する事にな

りました。

まだ何もわかりませんけ

ども、額の方はかなり歳をとっていますが年令の万

はまだ若くて何もわかりませんので、是非皆さんか

らご指導いただきたいと思います。一生懸命やりま

すので、ひとつよろしくお願い致します。

（ゲストスピーチ〕

「庄内における農作物のバイオテクノロジー」について

ゲスト紹介

塚原初男君

農学部農学科育種学講座

の主任教授．笹原睦夫先生

をご紹介致します。

先生は本県村山市のご出

身で、お生れとご年齢は昭

和13年1月、50才でございます。

昭和36年東北大学農学部農学科ご卒業、38年3月

大学院修士課程修了され、4月より約14～5年間東

北大学農学部助手、49年には農学博士の学位を取得

されました。昭和53年10月山形大学農学部助教授、

昭和62年4月に羽根田栄四郎前教授の停年ご退官の

あと教授にご昇任、現在に至っております。

山形大学農学部教授　笹　原　健　夫　氏

先生のご専門は農作物の育種であります。先生の

教育・研究面でのご活躍はまことにめざましいもの

があり、短い時間ではとても言いつくせない豊富な

ご業績をお持ちであります。また、ごく最近では、

シオデのバイオテクノロジーで有名な元立川町の町

長．田沢さんの先生格にあたる先生でもございます。

本日は、先生の豊富なご業績の中から、特に私共

にも関心の高い身近かな話題として「庄内における

農作物のバイオテクノロジー」についてスピーチを

していただくことになりました。

尚、スピーチは

次号に掲載させて頂きます。

し委員会報‾盲つ

（広報委員会）
田中鋳造署

ロータリーの友8月号ここが見どころ

タ　テ組

・川柳入門

・月の最初の例会は健康食事日……………P26

・友情の奉仕に感謝感激…‥・………………P30

・会報の交換を…………………………‥・…P30



・結婚記念を祝う歌…………………………P30

・クラブの会長に指導性は必要か…・＝……P31

・卓話の商行為に注意……・………………‥P31

・ロータリアンの皆様へ……………………P31

・「友」英語版をありがとう……‥・……‥・P32

ヨ　コ組

・私の夢

・寛容の精神＝‥‥……………………………P28

・人間そしてロータリー……………………P29

・陸やかなロータリーを目指して

集おう若いまち　いわきに‥・…………P49

（地区ロータリーの友委員　虎井義明　推奨）

報告と御礼　　三井　徹看

1．アマゾン資料館後援会について

（庄内国際交流協会）

去る5月以来、当クラブ会員の方々にご協力を

お願いして参りましたが、多くの万にご入会・ご

配慮を噴きまして有難うございます。お陰様で、

山口吉彦・考子両氏は7月1日付にて鶴岡市の国

際交流アドバイザーを委嘱されました。案外に早

く行政の対応がありまして喜んでいます。

今後、両氏の研究・実践活動を支援して参りた

いと存じます。この様なことがロータリーの社会

奉仕の一つの方法であると思います。

2．姉妹都市ニュー・ブランズウィックのリンチ市

長一行8名（4ご夫妻）が7月29日～31日に当市

に来訪されました。

7月30日夜の歓迎実行委員会主催のパーティー

には130名以上のご出席者がありまして、盛会で

した。殊にソロプチミスト会員など、ご婦人の方

が多くてよい雰囲気でした。当クラブ会員の方々

のご協力に対しまして厚くお礼申し上げます。今

後はN・B市のロータリアンの参加を強く歓誘し

たいと思っています。

尚、ご馳走を前にして、下手で長いttごあいさ

つ’’をしましたことに対しておわび申し上げます。

特に報告申し上げたいことは、当クラブ会員松山

君の奥さん貞子さんから、N・B市の奥様方に美

しい贈り物を頂きました。ご造詣深いアートフラ

ワーの当市の花、桜の花のブローチです。皆さん

非常に喜んでいました。ご奉仕を頂きまして厚く

お礼申し上げます。

（礼状ご紹介）

1988年8月2日

鶴岡ロータリークラブ

市川晦雄会長

御侍史

第253地区ガバナー　吉田　仁

拝啓

この度の貴クラブ公式訪問に際しては数々の

ご配慮を頂き厚く御礼申し上げます。早坂P．G

石黒P．Gご出身の創立30周年を迎える歴史のあ

るクラブを訪問できましたことに大変感動いた

しております。会長、幹事懇談会また年次計画

書を通じて立派なクラブ活動を知り、これも先

輩会員の築かれた伝統と会長さんの実直なご指

導の賜によるものと深い感銘を覚えました。

どうか会員の力を結集して3カ月ごとの評価

しながら前進され、各委員会活動が充分な成果

をあげられんことをご期待申し上げます。貴ク

ラブがますます発展されんことを祈念致します。

会長さんはじめ各員各位のご健勝とご多幸をお

祈り申し上げ御礼に替えさせて噴きます。

有難うございました。

（ス　マ　イ　ル）

佐々木霊彦君　　おかげさまで本日の会報のロータ

リアン日記に小松さんより投稿い

ただきました。今のところ原稿も

順調に来ています。詰まりました

ら強制的にお願いします。ご協力を。

塚原初男君　　本日のゲストスピーチに同じ農学

部の笹原健夫先生をお迎えする事

が出来ました。

丹下誠四郎君　　実兄の妻丹下スミが無情にも8月

4日に他界されまして、生前大変

お世話になりました。又、会員の



皆様から多大なご芳志をいただき

厚くお礼申し上げます。

石川寿男君　私の会社．庄内アルミが最上川の

自作の舟下りレースに参加し129

隻中10位に入り、認定状をもらい

ました。

中江　亮君　活動計画書のIGFテーマの中に

ある会員増強の（強）をミスプリ

ントしましてお詫び致します。

若生恒吉君　　ご指摘ありがとうございました。

実は原稿のまま出したつもりです

が…言い訳はしません。スマイル

します。

小松　稔君　本日の会掛こ名前が載りました。

又、おやじを亡くして、その後始

末が先月終り、私も金持ちになっ

たので。

三井　徹君　アマゾン資料館後援会、姉妹都市

のリンチ市長の来訪にご協力頂き

（年季大会日程〕

10月14日（金）大会前日

13：00　顧問審議会・諮問委員会

於．東急イン

15：30　分区代理会議

於．東急イン

18：00　R．Ⅰ．会長代理ご夫妻歓迎晩餐会

於．東急イン

9：00　記念ゴルフ大会

於．平カントリークラブ

10月15日（土）大会第1日

9：00　地区大会委員会

於．ウェディングプラザ　いわや

9：50　会長・幹事会

於．ウェディングプラザ　いわや

11：00　会長・幹事・新ポールハリスフェロー・

新米山功労者合同昼食会

於．ウェディングプラザ　いわや

11：00　本会議　登録・昼食

於．明星大学講堂・体育館

13：00　本　会　議

開会点鐘

来賓・役員紹介

ガバナー挨拶

軋Ⅰ会長代理挨拶

委員会報告

決議採択

14：50　　閉会点鐘

15：00　記念講演

18：00－19：30　大晩餐会

於．常磐ハワイアンセンター

10月16日（日）大会第2日

9：30　　本　会　議

開会点鐘　　於．明星大学講堂

シンポジューム

「国際親善への道、青少年を中心として」

10：40　　　R．Ⅰ現況報告

表　　彰

R．Ⅰ会長代理所感

参加クラブ紹介・各青少年紹介

次期ホストクラブ会長挨拶

12：30　　閉会点鐘

9：30－12：30　エキスカーション

いわき石炭化石館－いわきマリンタワー

ー魚市場めぐり

＃　登　録　料

○大会登録料……………‥会員1名12，000円

ご家族　8，000円

青少年　3，000円

○会長・幹事会登録料……・t・・＝……・5，000円

○記念ゴルフ大会・・…………………‥　5，000円

○大晩餐会……………………………・3，000円

○エキスカーション…………‥・……・3，000円

○宿泊（税・サービス料込）

湯本温泉（2食付）………‥＝…・13，000円

〝　　　　　‥…・…・……・15，000円

市内ホテル（朝食付）…………‥7，000円

8月23日のプログラム予定

○クラブフォーラム

社会奉仕部門
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（会長報阜⊃
市川輝雄署

43年前の終戦の日も暑い日でしたが、このところ

のうだるような猛暑に涼しさを求めて海山は超

のようです。又、家族連れでの里帰りラッ

んとにご苦労様と頭のさがる思いです。

住いも車も窓を密閉してクーラーをか〔

いことは涼しいのですが、自然の涼しさ

せん。吉田兼好の徒然草に「家の作りよ

ねとすべし、冬はいかなる所にも住ま

わろき住居は堪えがたき事なり」とあり

本家屋の開口部を思い切り広くして

き入れているさまは、「行く雲を寝

座敷」の句のように、湿度の高い国なら

の智恵であります。

夏の夜、青蚊帳にホタルを放した風情も今は

れず、伝統の茶道などのほかは、季節感を重んじ、

暑さの中に涼を求める楽しみ方の薄れつつある感じ

が致します。

08月9日に吉野・板垣前会長・幹事の慰労会を中

○⊂〉○⊂）○（⊃0‘＝）01＝lO⊂〉OC10⊂〉○⊂〉0⊂〉○⊂〉○⊂〉Ot＝IO⊂〉Ot＝〉OC〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉Ot＝〉○⊂）0⊂）OC10

0　　　　　　　　　　－．、　　　　　－＿＿　　　　　＿　＿　　　＿　＿

ロータリアン日記　〇月〇日

カラオケブームと言ったら良いのか。もうそろ
そろカラオケは終りではないのか等と、毎年ささ
やかれているのですが、なんのその驚くなかれ、
山形県は全国で一番の家庭用カラオケ機の普及率
だそうです。歌が好きなんですね。今ではレーザ
ーディスクの時代ですから、歌のムードは一目瞭

然。それに歌詞カードはなし。助かりますね、初
老の殿方には。ところで、そんなに好きな方がい
るのであれば、営業企画としてどうなのか。それ
が天神まつり、温海ばらまっり企画として登場と
なった訳です。参加者募集を告知すると、2～3

国飯店で行いました。30数名出席し、両君の一年

間のご苦労に心から謝意を表しました。

08月11日、温海クラブも含め地元4クラブの会長

大山楼にて開きました。来るべき地区大

り方、その他の情報交換など、

支局長として着任されました富田利信

君を新会員としてお迎えすることになりました。

一百も穿く顔ラブの雰囲気に慣れまして、ロータ

リーライフをェンジョイされますようお願い致し

ます。

○毎号のロータリアン日記、筆者は毎号違いますが、

ますます佳境に入った感じで、今月の荒井君の

「午前様の弁」など知られざる一面、それも共感

の湧くヒューマンな面がユーモア溢れるタッチで

興味深く読ませて頂きました。また、今日は掲載

されていませんが、石井敬三君の四季の草花のカ

ットは、固い紙面に一服の清涼剤を思わせます。

ご期待下さい。

：⊃0⊂〉（⊃⊂〉○⊂〉OClO⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉（⊃⊂〉○⊂〉○⊂〉（⊃⊂〉○⊂）（⊃⊂〉⊂〉⊂〉○⊂〉○⊂〉0⊂〉○⊂〉Ot＝〉（

日で下は小学生から上は85才まで、80名位いの応

募があります。ところがその半分以上は毎年同じ

至芸芋を妄言宣誓芸諾忘言浩志讐農芸芸
変がない限り同じとなる訳です。それでは参加す
る方々にとっては面白くない訳で、審査員として
来年のことも考え、審査基準を毎年変えるように
しています。例えば、天神まつりに相応しいもの
ばらの花がより「層映えるものとか、そのためか
嗜好を凝らした方々が増えつつあるようです。お
まつり企画としてばかりではなく、地域のコミュ
ニケーションとして来年も成功させたいと思って

います。　　　　　　　　　　　関原亨司
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〔幹事報告）
若生恒吉君

1．情報セミナー参加の件　　関係委員会開催

2．第253地区地区大会参加の件

3．例会変更のお知らせ

・余目R．C　立川R．Cとの合同例会（夫婦同伴）

日　時　　9月2日を9月1日（木）に

場　所　　センチェリープラザ　和心

登録料　1名4，500円　2名7，000円

4．会報到着　　酒田東R．C

5．米山奨学会協力の日　1ドル＝133円

本日寄付金　6，915円

（新会員紹介〕
秋野昭三宅

1．氏　　名　　富　田　利　信君

2．生年月日　　昭和9年11月2日　53才

3．自　　宅　　鶴岡市新海町6－39

4．職　　業　　日本放送協会鶴岡支局　支局長

5．家族構成　妻　　洋　子様

長女　美　夏様

次女　美　樹様

三女　江　美様

（会員スピーチ〕

6．略　　歴　　鶴岡南高校．横浜市立大学商学部

卒業

⊂亘華貝挨鱒」
富田利信君

鶴岡ロータリークラブへ

入会させていただき光栄に

思っております。会則に従

い会の発展に尽す所存であ

ります。

簡単に自己紹介をさせて

いただきます。小生は先祖

伝来鶴岡人でございます。

第4小、1中、鶴岡南高の出身でございます。

NHKに入りまして30年になんなんとしておりま

すが、いわゆる転勤族でありまして、今回は9回目

の転務地であります。定年後は鶴岡へと考えておっ

たのですが、定年前に鶴岡支局長として勤務するこ

ととなりました。

鶴岡を離れておりましても鶴岡の発展をずーっと

願ってまいりました。地元の放送局長として郷土の

発展に力を尽したいと考えております。

何卒よろしくお願い申し上げます。

校長稼業を離れて四月半
－料裁健母と電子制御科－

40年近い教職をこの3月

に元気で定年退職すること

ができた。

無我夢中の若い時と違い

2つの高校長の時はトップ

としての責任の重さと自己

の力不充分さを残悦に思っ

た事も多い。それでも、会

員の皆様に比べれば、経理・経営上のことについて

は、まず心配がないわけで気楽なものとも言えるの

御　橋　義　諦　君

だが。

その中で、少しはうまくいったと思う事2つ。

①　料裁　健母

県立鶴岡家政高校では、専門の被服・食物につい

て全国高校家庭科教育振興会主催の技術検定を実施

している。洋裁・和裁・食物の三つで、夫々4級か

ら始まって1級まで。この三つの1級を全部合格し

た所謂三冠王も全国には数十人居る。

物を作ることに打込んでいる生徒の顔はいいもの

だし、心のこもった手作りの物が、もてはやされる



昨今、この技術は実生活上に役立つ貴重な財産に違

いない。

これを活性化するには……という事で、荘内日報

社（上林記者）さんに検定合格者氏名を掲載してく

れるようお願いした。社の方からOKということで

家庭科の先生達にこの状況を説明し、実施各校の合

格者名を提供してもらうようにした。その中で、4

級を載せるのはいかがなものかと言う事だった。そ

の理由は、全員が合格するまで手とり足とりの指導

をしているのでお恥かしいからだという。私は、そ

れは尚更結構な事だ。先生達の熱意と生徒のヤル気

がマッチすることだから……とは言ったが、初めは

1・2級（権威ある！）を載せてもらった。

早速反応が生徒の側からあった。……自分の名前

が載っていない！　名前が違っている？・・‥‥新聞発

表に関心を持ち、検定の社会的評価について先生も

生徒も自信を持ってくれたようだ。

現在は4級から全て載り、遅れて合格した人は次

回発表でとのルールも定着した。

－荘内日報社さん有難う－

こうした行き方は、料裁健母教育と言えるのでは

ないかな？

㊥　電子制御科

次は県立酒田工業高校でのこと。婦人科から男子

専科とあって、多少の戸惑いもあった。

重厚長大から軽薄短小へと花形産業が移り変り、

技術革新の勢いは激しく、何をどうしたらと考える

頭の中はスス払いが必要であった。

一ケ月余り経った5月の連休に、ふっと落着いて

遅れていたストーブの片付けをした。S45年製のサ

しグ＿ストスピーiつ

ロンヒーターをドライバーとウェス等で分解整備し

た。15年も使っているがマッチで点火する不便さを

除けば快調である。続いて2年前求めたオイルファ

ンヒーター。裏ぶたをあけて清掃→分解……と思っ

たが、どっこい中味はラジオの配線と同じではない

か。プリント配線や何やらで素人のいじる所はまず

無い。回すよりは押す（タッチ）だけの仕掛けにな

っている。

新旧2つのストーブに時代の流れを見た。・‥そう

だ、あれはこの方向なのだ！・…‥

酒工高には昭和40年から工業計測科があった。全

国に十あまりの稀少学科だ。専門家にはわかるらし

いが、受験する中学生や素人には、すこぶる説明の

しにくい学科である。従って目的意識がやや不明確

な生徒が入学してきたりで、入学後苦労する事が多

かった。この科こそ今ネーミングを変える時機だ、

電子○○科だ／／

早速科の職員にこの話をした。丁度、職員も研修

を重ね苦労しながら教育内容を変えている所だった。

○○については十いくつかの候補名があがり、絞っ

ていって県とも話し合い、最終的には電子制御科と

科名を変更することになった。

翌春（昭和60年3月）の高校入試では定員40名に

対し2．08倍と県内第－の志願倍率となり、その後も

引き続き優秀な中学生が受験してくれている。

今年3月その一期生が卒業し、うち2名が情報処

理技術者第2種国家試験に合格した。

－1名はセパック（風間社長）入社－

※　落ちあり……科名の最後の卿は苦は禦、今は御

……私の姓の御橋の御……ウマスギタ話。

ラ　イ　ラ　研　修　会　報　告

三井病院　斎　藤　教　子　さん

ライラ研修に参加し、次の様なことを学ぶととも

に印象的でした。

1．コミュニケーションと心の関係

心の健康の為には

（1）自分の本音とコミュニケーションをとること。

・自分の感情や本音を大事にし、無理におきえ

つけず、上手に外に出すこと

・行動はコントロールすること



・何事にもとらわれない

気持をもつこと

（2）自分の身体とコミュニ

ケーションをとること。

・自分の身体の訴えに耳

を傾けること

・身体の一部になったつ

もりで考えること

・症状の原因を探ること

（3）対人とのコミュニケーションをとること。

・障害に応じた対策をとること

コミュニケーションがうまくとれないとストレス

がたまり心身症にかかり、心は健康でなくなる。

2．好ましい人間関係（パネルディスカッション）

社会参加についてリーダーの心得

（1）時間は必ず守る

（2）自信を持つこと

（3）他人の苦労を知ること

（4）どんな人でも好きになるよう努力すること

（5）機智に富んだ発言をすること

（6）清潔な服装でいること

（7）何事をするにも目的をもつこと

（8）ぐちを言わないこと

（9）より多くの人とコミュニケーションを深める

こと

（1q）何事にも真剣に真心をもって行動すること、

それによって信頼関係がうまれる

3．桶に水を一杯張り、自分の方に引こうとすれば

水はむこうに行ってしまう。むこうにやれば水は

全部自分に返ってしまうという二宮尊徳の言葉を

奉仕の気持ちに置換えた説明。

最初は余り乗り気でなかったのですが、この3日

間とても楽しく、鶴岡にはローターアクトが無いそ

うですが、院長先生の許可があれば是非入りたいと

思っています。

三井病院　佐　藤　千　年　さん

コミュニケーションと心

の健康という大きなテーマ

に関し、「好ましい人間関

係とは」ということでグル

ープ討議をしました。各々

職業、年齢等異なり、色々

な方々から話が聴け、これ

からの自分の参考になりま

した。自分は受付におり、患者さんと接することが

多いのですが、挨拶が一番大切だと思いました。人

と人が逢った時に最初に交す言葉だから、これがう

まくいけば、これからの付き合いも好ましくなるの

では。パネルディスカッションでの色々な先生方の

お話も大変参考になり、ウォークラリー等レクリェ

ーションも楽しく、友達との親睦も深まり、電話や

手紙を交換する仲の友達もできました。この3日間

本当に短かかったのですが、大変有意義に過させて

頂きありがとうございました。

（委員会報告＿＿＿＿）

（社会奉仕委員会）
迎田　　稔君

来週の第2回クラブフォーラムについて

－R．Cにおける社会奉仕活動はどうあるべきか一

①　社会奉仕委員会のあり方及び手続要覧の説明

④　今迄の当クラブ同委員会の業跡

④　地域への提言（石井敬三君）

④　社会奉仕活動の実際（阿蘇司朗君）

④　話し合い

（青少年奉仕委員会）

RYLA研修会に参加して

碓氷節雄署

第253地区の、第10回RYLA研修会（ロータリ

ー青少年指導者養成セミナー）が福島県いわき平で

63年7月29．30．31日（金．土．日）に、海添の

新舞子ハイツ（福島県直営、白亜殿堂）で行われ、

参加して参りました。

当クラブからは、ローターアクトクラブ候補で、



三井病院さんの従業員お二人から参加して頂きまし

た。

お名前は、斎藤教子さん、佐藤千年さんのお二人

です。それに私と、西クラブからの参加者の、田淵

公英君と4名で自動車で行くことにしました。29日

午後1時登録受付で、鶴岡からいわき平の新舞子ハ

イツまでは、約320丘甥、時速50尤甥で走っても6時間

半かかりますので、朝5時出発といたしました。途

中、朝食をとり、無理せず、違反せず、模範運転で

参りまして、ちょうど12時で現地に到着し、予定通

りの旅となりました。

ホストクラブがいわき平東ロータリークラブ、研

修生100余名、ロータリアン30余名の参加で、午後

1時20分よりオリエンテーション、開校式と型どお

りのセレモニーから、研修会へとはいり、本年度の

テーマ「コミュニケーションと心の健康」について

勉強致しました。二日目、三日目とスケジュールに

迫れる研修でしたが、レクリエーション、ウォーク

ラリー、キャンプファイヤーと楽しい企画もあり、

皆んな一生懸命研修し、特に、夜のノミニケーショ

ンでは、多くの友達が出来、悔いのない3日間を過

ごしてきました。

研修生、ロータリアン、それぞれ10班に別れての

グループ別研修もありましたので、これからお二人

に、お話をお願いしたいと思います。

三日間の研修が終わり、一人ひとりに修了証書が

ガバナーより手渡されて、帰途につく時には、一つ

ひとつの思いが胸にこみあげ、涙ぐむ研修生もあち

こちに見られました。

昼過ぎに帰途につき、行きと同じ様に、無理せず

違反せず、模範運転で帰って来、夜8時過ぎには、

3名の方をそれぞれ自宅に送り届けることが出来ま

した。

大任を果たし終えたことも、大きな喜びでしたが、

それにもまして、一緒に行って頂いた斎藤さん、佐

藤さんの人柄がよく、又、誠実かつ努力家であるこ

とがみうけられ、楽しく帰途につくことが出来まし

た。西クラブ推薦の田淵君も、お二人に負けないく

らい素晴らしい方でした。本当に大任を果たさせて

頂きまして有難うございました。

偶　　　　　感

歯科医師．医学博士

石黒慶之助君

クラブ入会26年になります。皆さんの暖かい

友情に支えられ、楽しい晩年をむかえておりま

す。いつまでも奉仕に献身したいのですが、6

年前のアクシデントで休が思うようになりませ

ん。勝手乍ら定款第7条第3節の規定により例

会をさぼっています。しかし生の続く限り、ロ

ータリーの発展に「生きる喜び」を玩味したい

と思います。

（ス　マ　イ　ル）

秋野昭三君　　今日、富田利信君を紹介させて頂

きました。

阿部与十郎君　　当阿部家で四代に亘って早稲田大

学に在籍し、総長からも記録をつ

くったとの言葉もあり、山形新聞

に掲載されました。

三井　徹君　　当医院の職員がライラ研修に参加

させて頂きました。

碓氷節雄君　　ライラ研修でお世話になりました。

石川寿男君　　前会長・幹事の慰労会に多数ご出

席ありがとうございました。

張　紹淵君　　財団委員会ですが、今日から小さ

なBOXが回っています。ポケッ

トの小銭を寄附頂き、これを善用

したい。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C　加藤有倫君．村山　　貢君

8月30日のプログラム予定

ゲストスピーチ

庄内経済連生産部長　斎藤信弥君

「庄内米について」



欄ロータリー．ミニ情報瓜1

ロータリアンと徽章（バッジ）

ロータリーのバッジはロータリアンの身分・資格

を保証するものであり、ロータリアンは、そのバッ

ジを使用する権利をもっています。

01905年シカゴ．クラブによって考案され、その後

何回か修正を加えられ、1929年の国際大会におい

て決議、公式徽章として確認されたものです。

01954年、ロータリーの徽章は米国特許局の登記原

簿に奉仕団体マークとして登録されております。

○ロータリー徽章を製造販売するときはR．Ⅰの許可

を受け、且つR．Ⅰに免許料及び年次使用料を支払

わなければならない。

ロータリークラブの会員身分

本クラブ定款第4条　会員身分（略）

○同時に他のクラブの会員となること即ち二重会員

となることを禁止しております。

一一一皿R等CORⅣER・

芸翌讐雫雲霊芝歪設計施工

東北量水器株式会社

若　生　恒　吉

鶴岡市文園町7番11号
ⅧLO235（2分2333㈹

安心と安全の総合コンサルタント

特別研修社員募集中
損保代理店で独立自営の経営者にトライ

鶴岡支社　鶴岡市馬場町8－25

m0235餌6314㈹

○会員身分はあくまで個人個人のものであって、会

員が代表する企業体や法人のものでないことを規

定しております。

○ロータリアンは会員としての責任を果たすために

も、他の奉仕クラブ又は同種の団体の会員となっ

てはならないことを規定しております。

（T・S）

情報委員会御

速さ摘こなした。矩→寸中チ汐ECVmレ汐ス。

エア＝コン＆AM／FM力1王ツトコH「レオ†寸

々だX’l≡⊂1ノTl生
＞j⊂kyⅡ

山形J【′r孔自動車株式会社

本　　社　鶴岡市西新斎町8－20　ⅧL（2分7911㈹

酒田支店酒田市両羽町7－3　m（2分7811㈹

全酒類．綜合食料品

早　坂　食　品
代表社員　早　坂　徳　治

本　店　鶴岡市昭和町10－7
阻0235㈲1128

銀座店　鶴岡市本町一丁目
阻0235㈱1811

一一一一一一一一●一一一一●－●一一一■ポリオプラスを成功させよう　世界社会奉仕委員会

ポリオプラス募金にご協力ありがとうございました。
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会　長　報　告
市川輝雄署

昨日は一部にわか雨がありましたが、連日30度を

越す暑さが続いて、平年より5度以上気温が高いそ

うです。「暑き日を海に入れたり最上川」芭蕉の旬
が実感としてとらえられます。

先日、ニュー・ブランズウィックのリンチ

亀屋ホテルで夕焼の海を眺め、ビューティ

発していましたが、日本海の海夕焼は全
です。海風と陸風が押し合って平衡を保

状態が、美しい夕焼現象の生れる秘密だ
ます。団々たる落日が極限の大きさになっ
に沈み、山も、港も、松林も、人の心まで真紅にな
るこの壮大なパノラマを一度、船の上から購めて
たいと思うんですが…＝…余韻を残した茜色の残

をみれば、人生の終焉もまたかくありたいものとロ
マンティツクな気分になります。

○会員の忠鉢徹君のご母堂が急逝

川長福寺にて葬儀が営まれました。
して私がご焼香して参りました。謹しんでご冥福
をお祈り申し上げます。

09月24日、米沢において行われる地区情
一に、高橋艮士会長エレクトと佐藤忠ロータリー

情報委員長のお二人が参加することになりました。
大変ご苦労様ですが、よろしくお願いします。

○本日の例会プログラムは第2回クラブフォーラム

社会奉仕部門であります。＿前回に劣らぬ成果のあ

りますよう皆様のご協力をお願い致します。

幹　事　報　告
若生恒吉署

忠鉢徹君より御母堂様の御死去会葬御礼の葉書が
到着しております。

別委員会

の方で実施。

ス　マ　イ　ル

佐々木結彦看

若生垣吉君　先般の例会の途中で退席したお詫
び。

吉野　勲君　　8月9日の会長・幹事の慰労会に
多数出席して頂いたので。

松山俊王君　　ニュー・ブランズウィックのリン
チ市長一行が来訪された際、妻の

贈り物が喜ばれた。
々木霊彦君　　お盆が終りました。

松沢主一君　ゲストスピーチの会報登載が遅れ
ました。

板垣広志君　　吉野さんと同じ。
思鉢　徹君　　母の葬儀に対してのお礼。
荘司嘉男君　母が米寿の祝いをしました。
荒井宏明君　　二泊三日で初めての韓国ツアーを

楽しみました。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C　　古川暢一君．成田邦夫君

OOC〉〇〇〇⊂〉00000⊂〉000⊂〉○⊂〉〇〇〇⊂〉○⊂〉○⊂〉OCIO⊂〉○⊂lO○○⊂〉○⊂lO○○CIO⊂IO⊂〕○⊂〕0⊂〉OC〉〇〇〇〇〇⊂〉OOOOO⊂〉○

ロータリアン日記　〇月〇日
ササコニシキ

米の名称は、品質、価格等と共に、売れゆきに
2　大きな影響力を持っている。新潟県のコシヒカリ、

喜　宮城・山形両県のササニシキは、名実共に好評で
岩　ある。しかし、どの品種にも寿命のようなものが

萱　あり、いつかは他の新しい品種によって更新され
るときがおとずれるという。

最近、売り出し中の新品種が、秋田県産のアキ
タコマチ。クレオパトラ、楊貴妃と並ぶ世界の三

大美人、小野小町（秋田県出身）にあやかる名称
で、実に響きが良い。同じ米どころ山形県にとっ

ては、実に気にかかる隣県の動きである。　　。
そこで登上したのが、庄内32号に命名の内定し　呂

たハナノマイ。ハナは県花「紅花」に由来し、マ
イは舞いと米に重なるしゃれた名称である。ひと

頃のヤマアサヒよりも、はるかに響きが良い。
ハナノマイに続く次代の新品種用として、ササ

コニシキという名称は如何であろうか。コニシキ

からは人気の大関小錦の明るさが湧き、コからは
子と可愛らしいという意味も伝わってくる。

イネの品種改良には、林木と同じように、息の
長い道程があるにらがいない。その地道な努力に
報いるためにも、アキタコマテに勝るとも劣らぬ
響きの良い名称を使いたいものである。

山形大学農学部　塚原　初男
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〔ヱ聖ヱ竺ニL）

「庄内における農作物のバイオテクノロジー」について

只今、過分のご紹介をいただきました笹原です。
よろしくお願い致します。偉い先生方の前で話す機
会を与えていただき誠にありがとうございます。
私は品種改良の分野をやっておりまして、特に得

意の分野は多収性という分野でございます。収量を
どうやって上げるかの研究をやって来ました。バイ
オテクノロジーについては、研究室の若い人にやら
せています。

今日は「庄内における農作物のバイオテクノロジ
ー」というテーマですので、どんな可能性があり、

実際どんなものが出来ていたかをご紹介申し上げま
す。
先程紹介ありましたシオデのバイオテクノロジー

については、今の技術で行きますと資源保護という
ような分野に入ると思います。シオデは若いうちに
根際から取りますとなかなか再生出来ない、非常に
弱い植物であります。従って流通過程に殆ど出まわ
らない。庄内地方でも殆ど売られていない。また、
地域おこし・村おこし等で取りはじめますと多分な
くなるであろうという事で始めたものです。
たまたま麻布獣医大ご出身の田沢先生と一緒にや

っておりまして、先生は獣医でもあられるので、無

菌と言うか、消毒が非常に上手な万で、増殖率も良
く、現在産業化されるのも最近からではないかと思
います。

また、我々の周囲を見てみますと、資源自然がな
くなりつつあるものがいっぱいあります。例えば、
春になるときれいな花を咲かせるイヌツツジなんか
は今は殆どない。聞くところによりますと、トラッ
クで根こそぎ持っていってしまう始末である。そん
な事で、多分注意してみていると資源が逐次無くな
って行く、それが村おこし、地域産業発展につなが
っていれば良いのですが、不幸にしてそういう方向
でないような気がします。そういう分野を将来新し
い技術で、試験管の中や研究室で一定の定温室があ
れば、そこで長期間保存出来ると言うようなやり方
で資源保善が出来るであろうという事が考えられま
す。それがバイオテクノロジーの大きな眼目である
と思います。
それからもう一つは、バイオテクノロジーの大き

な眼目は有性性穂の限界を超えたという事です。従
来は雄と雌をかけ合わせて品種改良を行ってきまし
たが、現在は根から取っても、葉から取っても、茎
から取っても良い。要は細胞が取れれば良い。その
細胞を取りましてAという植物作物、Bという植物
作物、又は遠縁のもので性的な障害、バリヤーがあ
って有性的には交配出来ないものを試験管の中で交
配出来るという事で、新しい作物が出来る可能性が
高くなる。高いというのは従来人類が作っていたも
の、それがようやく出来たというところだと思いますも

例えば、ドイツのマクスブランクのメルヒヤーズ
という人が作ったポマトが有名である。トマトとじ
ゃがいもはナス科で非常に近い仲間である。別に融

山形大学農学部教授　笹　原　健　夫　氏

合しなくてもじゃがいもは根が肥大し実もなる。そ
れから良く話星引こなります自ランと言うのは白菜と
キャベツを一緒に食べようという事です。これは有

性的にも出来ます。交配しまして、小さい胚の段階
で試験管に取り出して人工的に栄養を与えてやりま
すと伸びまして、白ランになるわけです。有性的に
作ったのが白ランです。自然にも同じ仲間に西洋ナ
タネがあります。つまり、自然にあったものを結球
させたものが白ランです。
本当に新しいものを作ると言うものは、今のとこ

ろ成功していない。「稲と稗」の融合もどこかで成
長が止まってしまいました。まだ人類史上新しい作
物は完全に出来ていない。あまりにも抜本的なもの
はなかなか出来ない。

さて、庄内むけに話をもどして、
1．ほうれん草は修酸カルシウムが非常に多く胆石
になりやすい。ほうれん草の細胞をバラバラにし
てストレスをかけて、修酸の集積しない細胞を取
り出して植物体を作る。また、ほうれん草は酸性
土壌に弱く、作りにくい作物である。これを耐性
選抜によって酸性に強いほうれん草を作る事が出
来る。

2．空中散布をしなくても、イモチ菌や病菌に対す
る選抜も試験管の中で早いスピードで簡単に出来
るのじゃないか。

3．稲は特異な作物である。世界の主要作物は乾燥
地での作物で水を与えれば収量が上がる。しかし
稲は水田作物であり、いつでも葉の気孔が開いて
水や炭酸ガスの出入が容易で、水分が蒸散しても
根には水分が十分ある。しかし夏に高温になると
還元という現象が起き、バクテリアが土壌酸素を
食べるので根が腐る。還元に対する抵抗性の強い
選抜をやろうとして、ようやくカルスという細胞
から癌状態になったカルスを取り、還元に強いカ
ルスを作り、植物体を作る。この間題が克服出来
れば収量が上がると患います。
畑作物は開花期に植物休の生理活性が最高にな

る。一方、稲は夏の高温による土壌の還元のため
植物体の生理活性は開花約一ケ月前であり、開花
期には生理活性は低下してしまう。そこで還元抵
抗性の強い稲を作ればこの問題が解決され、米の
蛋白質含有量も高まることになろう。
以上で時間になりましたので、終る事に致します。

ご静聴ありがとうございました。

殻前々会の時のスピーチです。遅くなりま

した事をお詫び致します。

9月6日のプログラム予定

○新入会員スピーチ　　小松　　稔君



（会長報畠〕
市川輝杜若

過ぎてみれば夏の暑さもひとときであります。人

人の去った海辺はバカンスのあとの哀愁をただ

せて、昔みた映画のワンカットを思い出き

○すでにご覧になった方もあると思いま

博物館で「戊辰戦争と庄内」歴史展が

ご存知の様に、戊辰の役で官軍に抵抗

藩の同盟が次々と脱落し、荘内藩だけが最後迄

軍奮闘した訳ですが、時に利あらず、

降伏の止むなきに至りました。幸いに

鶴の一声で穏便の沙汰を蒙り、

来たのですが、その後会津若松

は磐城平への転封替えと決まりました。じカ

300年の間営々と培ってきた土地を離拇難く、

内あげての阻止運動となり、70万両という莫大な

献金を条件として転封中止となったのであります。

その額はのちに30万両に減額したとの事ですが、

分割払いにしたか、一括払いにしたかは定かでは

ありません。新政府としては、金はいくらでもほ

0⊂〉OC事08⊃○⊂〉000（⊃○⊂）○⊂〉0⊂）01＝lO⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉Ot＝〉Ot＝〉○くつ○⊂〉○⊂〉○⊂〉O

§　ロータリアン日記　〇月〇日
呂　　この六月に私は得度（トクド）を受けた。真宗

ヨ　大谷派の→寺院の次男として生れた私は、いわゆ
誓　る門前の小僧ならぬ『門内の小僧そこで習った経
崇　は少し読め』であった。
ヨ　　大谷派僧侶として帰依三宝（仏・法・僧に帰依
萱　する）を誓う儀式が得度式である。退職して時間

しかったでしょうし、正に地獄の沙汰も金次第で

あります。献金するだけの余裕もなく、もし磐城

平へ転封になっていたとしたら、253地区の協議

のためにわざわざ平まで行かずに済んだ

あも知れません。すべて宿命であります。

後程、幹事より地区大会参加者を発表致します。

0去る26日、Ⅰ．G．Fのための第一回打合せ会があ

した。あと40日余り、10月9日はすぐであ

フの皆さんご苦労様ですが、よろ

（一幹事報告）
若生恒富者

1．元会員の佐藤英明さんより転勤の挨拶状到着。

＿1．ポリオプラス日本委員会よりテレフォンカード

の発売について

1枚　1，000円

内、300円はポリオへ寄附

1．253地区地区大会の参加の件

出席者　市川輝雄君．若生恒吉君

と心のゆとりが出たところでこれを受けた訳であ
る。受式の際は剃髪がと言うことであり、少々薄
くなったオツムだったからか、あまり抵抗はなく
そうした。

京都から帰って来て、あらためて気づいた事が
2　ある。それは、人が他人を見るとき第一に、顔、
0
（つ⊂）○⊂⊃○⊂事○⊂〉○⊂〉0⊂〉○くつ○疇＝〉○⊂〉OC）0⊂：〉OC〉○⊂）OC）○⊂）0くつCH＝事○⊂〉○（＝10⊂）○くつ○⊂：

中でもその上部の髪を見ているということだ。
さる用で前の勤務校を訪ねた時のこと、私のす

ぐ脇で人を探している様子の先生あり。それは、
なんと声で私の来訪を知ったが、どこに居るのだ
ろうと見渡していたと言うことだった。声はする
けど、剃髪の人がまさか？　と患って他を探して
いたという事らしかった。

そう言えば、〇十年ぶりに会った人、特にご婦
人の昔のおもかげは、額より下の顔を見ると思い
出し易い事は生活の智恵でやってるし、中学・高
校生が一番気にし、他人から触られ直されるのを
嫌うのも髪だった。
剃髪した人の集まりを後から見ると、年令不詳

集団でもあった事を思い出す。　御梅毒諦



高橋良士君

佐々木霊彦君

高田耕助君

佐藤　　昇君

藤川享胤君

新穂光一郎君

以上14名

「示トスヒーチ、

同御婦人

吉野　　勲君

関原亨司君

松沢主一君

佐藤元伸君

張　　紹淵君

庄内米の現状、そして将来展望

只今、御紹介いただきま

した斎藤です。自己紹介を

させていただきますと私の

担当部門は、庄内米の生産

部門、つまり「豊かな庄内

こめづくり運動」の事務局

と、メロン、苺、野菜など

園芸特産物の販売、さらに

肥料、農薬、ビニール、ポリなど農業資材の購買事

業であります。

本日は、私どもが取り組んでいる「こめづくり」

についてお話させて頂く機会を与えていただき、感

謝申し上げます。

始めに、庄内農業の概要についてご説明します。

まず、庄内の耕地面掛は約4万6千わで、その内

水田が4万えα（86％）と、ほぼ水稲が主体でありま

す。また、庄内の地形をみますと、東西の標高差が

4mで地下水が高いなど、こめづくりに最適な地帯

であるといえます。

農家数は2万2干戸で専業農家が7．8％、第1種

兼業農家が35．8％、第2種兼業農家が56．4％で、

第2種兼業農家が増加しています。これは全国的に

みて専業率は高いとはいえなく、後継者問題ととも

に庄内の大きな課題であります。

庄内の農業粗生産額ですが、昭和61年度の生産農

業所得統計によれば、庄内全体で1千50億円で、内

訳をみると米が約730億円、畜産で190億円、園芸

庄内経済連生産部長　　斎　　藤　　信　弥　氏

特産物で100億円となっており、地域経済にあたえ

る影響が大と言えましょう。

次に、庄内経済連の戦略と言いましょうか、21世

紀に向けた長期的な農業・農協の課題を4つに整理

していますのでご説明します。

第－1こ庄内農業は稲作を基幹作物として他作物と

の複合化を進めながら、「本来的な農の営み、くら

しの豊かさとはなにか」を追求することであります。

これは、従来の「物・金」中心のくらしを「心：つ

まりソフト社会」に転換していこうというものです。

二番目としては、農業分野だけではなく、地域社

会へ理解をもとめ、自ら地域社会振興の中心的役割

を担っていこうと思っています。この考え方はヨー

ロッパでは一般的な考え方でありまして、「農業協

同組合」から「地域協同組合」への質的変化であり、

最終的には「協同組合化社会」へ到達する遠大な思

想と言えます。

三つ目としては、ちかごろ食管改革論議が盛んで

ありますが、今後の食糧管理制度の質的変化を想定

しながら、庄内米の生産・販売・流通の各分野につ

いて検討を加え、厳しい産地間戦争に生き抜く戦略

を構築することでありますが、その一つの例として

後でお詰する「庄内型有機米」もあるわけです。

四つ目は、バイオテクノロジーなどの農業新技術

を積極的に取り入れて、農業の生産力を高めようと

いうことです。現在の農産物の競争のなかで有望な

新品種をいかに確保するかが、その産地が生き抜く



キーポイントとなっていることは常識でありますし、

特に庄内ではポストササニシキがおおきな課題と言

えましょう。

中期的な戦略としては、庄内は市町村、あるいは

各農協単位に農業振興政策が組まれていますが、昨

今の市場環境などから見ますと、産地の規模として

は、庄内が一営農団地、つまりひとつの「広域営農

団地」と位置づけることが最も重要と考えておりま

す。その上に立って他産地にない個性的な「超一流

品農産物づくり」を行って行こうとしています。そ

のためには、基本としての「土づくり」や農作物を

つくる「運動」を展開する、さらに低コストの技術

催立も欠かせません。

これらを中心として地域の農業の振興をはかって

いきたいと思っています。

前段が長くなりましたが、本題のこめづくりに入

りたいと思います。

庄内におけるこめづくり運動は、昭和亜年より取

り組みました。この間、米の過剰時代や、一転して

需給逼迫し輸入問題がでたり色々ありましたが、全

体的には過剰基調で、特に昨今では「安全性」「お

いしさ」が求められて采ました。

庄内経済連では、米の『食味』についていちはや

く3年前から研究をしてまいりまして、一定のメカ

ニズム、つまり、どうゆう米づくりをすれば、おい

しいお米ができるかについて山形県農業試験場庄内

支場のご指導、ご協力を得ながら進めてまいりまし

た。このノウハウが「庄内型有機米」に生かされて

います。

それでは、「庄内型有機米」についてご説明致し

ます。

この米は、消費者志向に合わせた、庄内米の最高

級ブランドと位置づけ、美味しくより安全なお米で

将来的にも充分市場性を持てる商品として組み立て

ました。

そのためには、消費者から信頼を得ることが絶対

条件ですから、生産の場面では厳しい栽培基準を作

り、この基準を守れる生産者から「生産登録」をお

願いしましたし、販売においても厳しい制限を設け

「まがいもの」を防止しています。

栽培基準は皆さんにお配りした「パンフレット」

に書いておりますが、ポイントは、①完熟堆肥によ

る5年以上の土づくり　㊥化学肥料は慣行の半分

㊥除草剤など農薬は慣行の半分以下となっており、

食味を重視した基準となっています。さらに栽培途

中でこの基準に添わなくなった場合は一般米にする

ことにしています。現在「庄内型有機米」は15農協

で取り組まれ、生産者数で370戸、面積で450加が

栽培されておりますので、今年の秋には皆様のご家

庭にお届け出来ると思います。皆様のご理解ご協力

をお願い申し上げます。

ご静聴ありがとうございました。

（妻鼻会報告）

せ翠社会奉仕委員可
山口篤之助看

ポリオ・プラスの募金につきましては、皆様の御

協力を頂き有難うございます。

会報のメンバーズコーナーの9月の掲載予定は、

次の方々ですので御協力お願い致します。

石井敬三君．石川寿男君

石黒慶之助君．富田直治君

佐藤　　衛君．田中錦造君

忠鉢　　徹君

以上の方々は、原稿と掲載料2，000円を添えて事

務局までよろしくお願い致します。

（ラマ‾‾‾可

張　紹淵君　30周年記念行事を祝して2度目の

ポール．ハリス　フェローに献金

（133，000円）皆さんの準フェロ

ーに御協力をお願いします。

佐々木克彦君　私の出版した本「三尺下って」が

週刊ベストセラーに入りましたの

で（エビスヤ書店調べ）

佐藤　衛君　　市民プールの建設契約をしました

ので。



細野昭三君　　初孫の誕生を祝って。

松沢主一君　10月の年次大会の宿泊等の御用命

を頂きましたので。

（ビ　ジ　タ　ー）

温海R．C　　渡部晃雄君

鶴岡東R．C　　佐藤　　悪君

9月13日のプログラム予定

○クラブフォーラム　青少年奉仕部門

一夕J感
一一情報抄録より抜粋一一

青少年の模範となろう

青少年奉仕プロジェクトは、世界中で、いろいろ

な方法で行われています。ほんの少し例を挙げるだ

一一一朋二g〝βgR官CORⅣER・－

⑤ 電気工事設計・施工

大同電気株式会社

代表取締役　秋　野　昭　≡

鶴岡市上炬町8－26

暦0235鋤0335・伽5094

包旦些旦挙句　予約受付中

「聞き書　山形の食事」
A5判／カラー口絵16貢本文360頁

農文協発行　　定価　2，800円

内山ふみや書店
鶴岡市本町二丁目　懲（瑠1060・6511

けでも、ロータリーは、ボーイ・スカウトとガール

・スカウト隊、スポーツ・チーム、ハンディキャン

プ、児童センター、レクリエーション活動、それに

もちろん、インターアクトとローターアクトを提唱

しています。どの場合も、私たちがどう行動するか

は、何をするかと同じくらい重要です。若い人は、

年長者を見て、学びます。このことにまさにふさわ

しいロータリーの標語があります：「各ロータリア

ンは青少年の模範」。

ロータリー・クイズ

園　次の3人の有名人のうち、ロータリアンは誰で

すか：グーリェルモー・マルコーニ、無線の発明

者；フランツ・レハール、「メリー・ウィドー」

の作曲者；トーマス・マン、ノーベル賞受賞作家。

匿】全員がロータリアンです。マルコーニは、イタ

リアのボロー二ヤ・ロータリークラブ会員で、レ

ハールはオーストリアのウィーン・ロータリーク

ラブ会員、マンは、ドイツのミュンヘン・ロータ

リークラブ会員です。

庄内に生まれ庄内とともに
私たちは、庄内を大切にします。

山形日産自動車販売警護

代表取締役社長　荒　井　宏　明

匹璽園本社／鶴岡票‰諾
L一一一一一一一一一一一一一一一一一一一■ポリオプラスを成功させよう　世界社会奉仕委員会

ポリオプラス募金にご協力ありがとうごさいました。
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〔季長報告）市川輝雄君

二百十日も過ぎて陽の光もどことなく柔らぎ、蝉

も次第に鳴りをひそめました。すでに秋の気配で

ります。
＼一一／　　　先日、商用で秋田県の本荘市と秋田市の

る岩城町亀田という所へ行って参りましナ

お店で「先日、鶴岡から酒井の殿様がおし

れましたよ」と聞かされました。

戊中の役で初戦において連戦連勝の荘内港は、

く秋田県内を席捲し、秋田佐竹藩の城下教おび

すほど破竹の勢いでしたが、船川に上陸琶怒新手

官軍のために次第に後退を余儀なく

ます。当時、

中島から移封された岩城吉隆が藩祖

娘を奥方としているほどの気骨のあ

れるのであり

串の役でも列藩同盟の盟約をあくまで貫ぬき、荘

藩と共に官軍に抵抗、遂には城を捨てて∴遠く荘内

に身を寄せるに至りました。酒井家では鶴ケ岡城に

藩主や主臣、その家族などを手厚く迎えたそうであ

ります。

星移り時変り、今、亀田の町は田舎にはまれな観

光の町として変祝しつつあります。コンクリート造
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賀　ロータリアン日記　〇月〇日

スポーツ少年団

汗と砂ぽこりにまみれて白球を追う子供たち。
声を限りにチームの応援をする子供たち。残暑厳
しい日にもかかわらず、投げる、打つ、走る、そ

して尽きることなく続けられる声援。この日、遊

ヨ　佐町藤崎の町野球場は湧きに湧いた。

3　鶴岡・圧川l、酒田・飽海両地区から2チームず
呂　つのスポーツ少年団が出場して行われた「第2回

§　荘日杯争奪スポ少野球庄内選手権大会」（荘内日
官　報社主催）。薄曇りの空から時折り鋭い輝きをみ

喜　せる太陽。風はあるものの、いかにもIt残暑”と

りではない、木と漆喰の壮大な天守閣や、史跡保存

伝承の里「天鷺村」は一見に値する観光施設であり

ます。120年を経てなお酒井家と岩城家の交流を耳

時を越えたあたたかい友情を感じ、ご紹介

会報告

の委員会所属は、次のとおわです。

阿部　責君　S．A．A　　30周年記念（総務）

富田利信君牒堺社会奉仕30周年記念（式典）

2．佐藤友姦君より入会15年、70才になりました

ので、出席免除の要請があり、それを承認しま

した芸

3．Ⅰ．G．F特別委員会からの報告がありました。

本日、プログラム及び役員配役を佐々木委員長

より発表します。

4．米山記念奨学会より、中野清吾君より特別寄

付があり、米山功労者として推戴するという連

絡がありました。

（幹事報告＿）　若生恒吉署

1．八幡R．Cの斎藤俊雄会長急病の為に、7月20日

より高橋寿昭君に交替

2．例会変更のお知らせ

いった感じの蒸し暑さ。その中で熱戦が繰り広げ
られた。
各チームとも必死の攻防。エラーもあれば、フ

ァインプレーも出た。日ごろの練習の成果を十二

分に発揮できた子供たちもいれば、チョッピリ残
念な気持ちだった子供たちもいただろう。とにか
くみんな一生懸命にやった結果。失敗はこの次活
かせばいい。成功は自信になったはず。

一生懸命といえば、試合に出なくとも　t’ボーイ

ソプラノ”を響かせてくれた低学年の子供たち。

叱咤激励する監督、コーチ、父兄の方々。選手以
上に力が入っていた。また、審判、会場準備をし
てくれたみなさん。本当に御苦労様でした。

荘司俊治
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・鶴岡東R．C　一周年記念例会の為

9月14日の例会を9月14日6時30分点鐘

場　所　　グランド　エル・サン

登録料　　3，000円

3．ロータリー文庫の案内到着

4．志藤年度月信集到着

〔元入会員スピー更」

建　　前

建前と本音という課題は

いつの時代にも議論し尽せ

ないテーマとして現在に至

っているものと思われます。

今日の社会でも建前が先

行すると、どうも彼の話は

観念的で……という評価を

されそうですし、そうかと

いって本音ばかりでは、彼

はいつまでも大人に成りきれない、青くささの抜け

ない男。という評価になりがらなのではないでしょ

うか。

私の会社も卸売業という性格上、毎日多くの人達

と接触する機会に恵まれますが、これが文字通り昔

から言われる十人十色で、建前ばかりだったり、本

音だけだったり、建前の中にチョッピリ本音が覗い

たり、その逆だったり、本当に様々な個性が毎日の

仕事を楽しいものにしてくれています。然し乍ら、

時と場合によっては否応なく建前論ばかりで話さな

ければならない事もありますし、逆に無理矢理本音

を吐かされる羽目になる事もあり得ます。人間、一

夜だけで二度と会わなくともすむ相手との話でした

ら、うまくバランスを取って済ませる事が出来まし

ょうが、何回となくお会いして話しをする毎に本質

が出て来る事になるわけです。それと、年令あるい

は経験が少しづつその人を変えていくという事もあ

ります。建前ばかりで相手に呆れられたり、本音で

ごり押しして嫌がられたり、そんな経験を繰り返し

ているうちに、自然に自分のスタンスが決められて

行くという事になります。

さて、昔と今という比較でこのテーマを考えてみ

ますと、乱暴に言えば昔は本音型、今は建前主導と

5．会報到着　鶴岡西R．C、鹿児島西R．C

6．当クラブ例会変更

「4クラブ合同親睦例会」

日　時　　9月訪日　6時30分

場　所　グランド　エル・サン

登録料　　2，000円

本　　音

小　松　　　　稔　君

言えるのでは…と思われます。

現代社会の創世期である明治の頃は、社会的にも

まだ幼椎で、試行錯誤を繰り返していたでしょう。

そんな時代には建前論など、ややもすれば吹っ飛ば

される勢いが社会全休に鶴り、本音の堂々と罷り通

る荒々しいとも言える世の中だったのだろうと想像

します。

これが、時代を経て社会が成熟するにつれ、本音

の部分を少しづつオブラートに包み、当たりの柔ら

かい、俗に言う大人の会話と言われるようなソフト

な議論が尊重されるようになって来たのだろうと思

われます。現在の成熟し尽した社会、それも鶴岡と

いう土地柄での社会状況や、ロータリークラブとい

う好しい大人のサロン的な集りに於いては、余りに

も先鋭的な議論は好まれまいと思われますが、いか

がでしょうか。…そんなことはありませんよ、お前

程度の若造の相手ぐらいはいつでも引き受けますよ

‥・そんな声が聞こえてきそうな気もしますけれど、

どんなものでしょうカも

一万、これを洋の東西、即ち、欧米と日本との比

較をしてみますと、欧米は本音型、日本は建前型と

良く言われています。

最近テレビで、アメリカの議会のやりとりが頻繁

に取り上げられますが、これが日本の国会論議と比

べると、いかにも日本が建前社会だということをい

やというほど思い知らされます。あれなどは、政治

用語等という不思議な言い回しが存在し、日本人の

我々でさえ理解に苦しむ建前論となる次第です。

こうやって話を進めていると、私の主張が建前論

を排し、本音をぶっつけ合わなければ、それは議論

とは云えないという結論に落ち着きそうに聞こえる

かと思われますが、決してそうではありません。



私も46才。この会場の多くの先輩諸氏から見れば、

まだ口ばしの董色味が少し気になるところですが、

それでも大人の仲間入りを果しつつある年になって

いる世代の一人です。本音ばかりの議論がややもす

れば雰囲気を悪くし、人を傷つけることが多いとい

うことは十分に認識しているつもりです。建前結構、

建前論こそ社会の潤滑油としての役割を多いに担っ

ているものと主張するものであります。乍ら、この

世の中、中庸ということを尊重します。従って、私

の話も何だ彼だと申し上げましたが、とどのつまり

は極端に傾かず、程々に建前と本音をという、いま

まで繰り返されてきた結論に落ち着く事になります。

さて、これから本題に入ります。

私もロータリークラブに入会して三ケ月。今のと

ころ毎週の例会に出席し、皆様方のお話を伺って帰

るだけの繰り返しです。しばらくは、こんなペース

で続けることになるのでしょう。三ケ月ではロータ

リーの事が少しはわかってきたとは到底申し上げら

れません。おそらく五年、十年続けるうちにその楽

しさを知ることになるのだろうと思います。

これからの長いロータリー社会の中で、どのよう

に建前と本音を使いわけていけばいいのかと今、考

えています。

ここに一つの指針がありました。

それは、入会時に勉強するようにと渡された書籍

の中に「ロータリーの友」という本がありました。

因に1988年第6号というものです。この中に歴代の

ガバナーの座談会が掲載されてありました。これは

ロータリークラブのそのあるべき姿をガバナーとい

う大任を果された方々のかなりシビアなやりとりが

書かれてありました。色々な話をされておりました

が、その中で最も印象的だったのが次のような趣旨

の部分でした。一一日本のロータリークラブでは、

日本的ロータリー運営を目指すよりも、ロータリー

そのものがアメリカで育ったアメリカ文化そのもの

なのだから、そのアメリカ文化を学ぶという気構え

でやった方がよろしい。アメリカ式の対等で自立的

な人間関係、そしてその基礎となる個人主義を学び

身につける方向に進むべきである。一一という下り

です。乍ら、ガバナーのおっしゃった事が即、末端

まで浸透するのは仲々難しいことなのは経験の浅い

私にも承知できます。それでもロータリークラブの

目指すのは、程の良い本音の集りということが理解

出来て、何となく楽しい気分ではあります。

私がロータリークラブに入会したのは、本音の部

分の多い話の出来る友人を持ちたいと思ったからで

す。十年、二十年かけてじっくり友交関係を育み、
一人でも二人でも生涯の友と言える友人を持つこと

が出来れば最高です。その為の努力を、これから先

少しづつやっていきたいと考えています。

「‾‾出席委員室〕

〇年間皆出席

2年間皆出席　忠鉢　　徹君

08月100％以上出席　　6名

180％・‥‥新穂　　160％…‥張

120％…＝石川（寿）、中江、斎藤（昭）、

笹原（信）
08月100％出席　　　42名

阿蘇，藤川．布施．秋野（昭）．石井．石黒．

板垣（俊）．板垣（広）．市川．飯野．毛呂．迎田

松田．村中．中沢．佐藤（昇）．佐藤（忠）．

佐藤（噸）．佐藤（衛）．佐藤（友）．佐藤（元）．

荘司．鈴木（善）．鈴木（弥）．関原．庄司．

佐々木．鈴木（肇）．高橋．丹下．杉澤．高田．

塚原．忠鉢．上野．碓氷．若生．山口．吉野．

日向．来海．富田（利）

〔＿＿■・G・F特別委員会‾）
佐々木詰彦署

本日、Ⅰ．G．F開催のプログラム及び役員配役を

配布致しました。それぞれの委員会は、10日以内に

委員会を開催されますようお願い致します。配布し

ましたプログラムに訂正があります。

・フォーラム終了予定16：30を15：15に訂正

・懇親会を懇親会終了予定に訂正

（青少年奉仕委員会〕
碓氷節杜若

本日配布しましたローターアクト該当者登録のお

願いは、事務局まで提出のほどお願いします。

9月13日の例会は、青少年奉仕委員会クラブ　フォ



ーラムがあります。12時より食事、12時30分より開

催です。

〔廟睦活動委貞哀‾〕
石川寿男君

09月会員誕生

松沢主一君．上野三郎君

阿部　　貢君．小池繁治君

本山　　弥君．加藤　　賢君
09月奥様誕生

三井　　糸様．本山京子様

三井順子様．関原秋子様

忠鉢泰子様
○親睦ゴルフ大会開催のご案内

日　時　　9月13日（水）12時15分集合

12時30分スタート

場　所　湯の浜カントリークラブ

会　費　　3，000円（親睦会費含む）

〔盲内分区代理報告）
新穂光一郎君

ロータリー財団奨学生の須田里恵子さんが渡米し

ましてから1ケ月余りとなりますが先日、須田さん

より便りがありましたので報告致します。（紙面の

都合で手紙の内容は、別紙にて配布します。）

（ス　マ　イ　ル‾〕

加藤　貿君　　例会の出鼻をくじきまして。

富田直治君　　前回の会報でスマイルの欄で荘司

俊治君の名前を間違いました。

斎藤庄治君　　本日6時30分より当方の主催で、

テレビキャスター小川宏氏の講演

一一一肌ggR官CORⅣgR

議 ��示■∴■∴■●‘∴嘉 
積岡市本町二丁目　22－－2727 

会が開催されますので。

張　紹淵君　　救急医療の関係で県より表彰され

ますので。

田中錦造君　　営業窓口の改装が完成し、広く、

明るくなりました。

佐藤元伸君　　次男が国体に出場し、山形新聞に

記載されました。

ロータリーの友9月号『ここが見ところ』

横組　あなたの指導力に活力を一一一一…一一…一一一一一一P　4

温故知新一日…一一…一一一一一…＝…一一一…＝－……P26

ゲートボールと輪投げで親睦一一一一一一一一…P39

ゲートボールの公式審判員をめざしてP39

お年寄りと子供たちとのふれあい一一一…P40

少年ラグビー大会主催一一一一一一一一一一一一……一一一P41

ジャンさんの自立一一一…－一一一一一………一一…一P44

縦組　日本人の宗教一一……一一一一一一一………一一一一…一一P　2

深刻なゴミとの戦争一一一………一…一一一一…－P　7

会員全員が特別代表一日一…一一一一一一一一日－…一一一P13

ロータリー大学－……一……一一一川…一一一一一一一一P16

好評だった各委員長の一言メモ＝一一…一一P30

1990年に会いましょう…一一一…一一一…H P31

いつでも『友』を叫一日一一・一……一一一一一一……P31

沸いた表彰式一一…一一一一一叩…一一一一一一一一一…一一一一一一P34

（ビ　ジ　タ「⊃

鶴岡西R．C　　佐藤修弥君

佐藤詔昭君

9月20日のプログラム予定

○ゲストスピーチ

鶴岡市教育委員会教育長　生田謹吾様

■－－－－●－－－－－－－●－－●●－●－－1

新世紀へ新技術で奉仕する

総合建設業

株式会社温海佐藤
代表取締役　佐藤五右衛門

忍法琵　佐　藤　　衛

本　　社／温海町大字湯温海甲305番43－3233

鶴岡営業所／鶴岡市千石町7－32　　懸24‾1155

プラスを成功させよう　世界社会奉仕委員会

ポリオプラス募金にご協力ありがとうございました。
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（う長鱒＿阜つ　市川輝雄署
「ラストエンペラー」と題する満州国皇帝薄儀の

生涯をドラマチックに画いて大ヒットしたビデオを

見ました。清王朝最後の皇帝をめぐる人間模様、

禁城内部の荘厳な儀式の描写など、華麗に画
いて興味深いものがありました。

ところで、世が世であれば満州国建設

云われたであろう石原莞繭の生誕100］

日盛大に挙行され、鶴岡公園の護国神

念碑も建立されたとの事です。

今、マスコミにクローズアップされ

市内日吉町の生れで、丁度私の家のすく
したので、物心ついてより将軍と東亜連盟について

は関心を抱いていました。日蓮の熱心な信

陸軍屈指の戦略家として満州国建設巻指導、

支部事変の不拡大など先見的な理論が上掛取

られず、太平洋戦争の始まる前、昭和16

役編入となるのであります。帰りなん　い

いさざよく鳥海山麓にひきこもって、いつの

れがユートピアの具現する日を願いつつ、「東亜連

盟」に心を託すのであります。

「満州」とは日本人にとって何であったか。満州

建国の理想と現実について、戦中派なら誰もが私見

を抱いている事と存じます。勝てば官軍、歴史は敗

者に厳しいのは世の常であります。石原莞蘭が放っ

⊂〉○⊂）○⊂〉○（⊃OC）OC〉○⊂）000（＝〉OClO（⊃○⊂〉○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂〉0⊂〉○⊂〉○⊂〉○（＝

ロータリアン日記　〇月〇日

たのは「ホームランすれすれの大ファウルだった」

という人もいますが、単純にその功罪を言いつのる

事は出来ないと思います。軍事思想家であると同時

に偉大なるロマンチスト石原莞繭の唱えた五族協和

漢．蒙．鮮）の王国は、消え去った虹の
の心にその幻影を留めているのであ

のクラブフォーラムが青少年委員会

担当で行われます。テーマはインターアクト、ロ
ーターアクトの再建についてであります。なかん

ずくロナタ七アクトクラブは故阿部嚢君が会長で

私が鏑善だった昭和47年11月発足し、3年前から

会員数減少のため休会しています。

美しい花を咲かせ実を結ばせるためには、水を

やり、肥料をやり、添木をしてやらないと途中で

枯れるのであります。特にアピーR．Ⅰ会長はロー

ターアクトの拡大強化を重点目標の一つにあげて

います。若者達と話していると限りない未来と、

報いられなかった時代に胸を踊らせることが出来

ます三私達はもっと若さに賭けるべきではないで

しょうか。

今日のフォーラムの実りあらんことを祈ります。

○今日、臨時の理事会を開き、Ⅰ．G．Fの出席につ

いて協議致しました。

（配布中の開催ご案内のように）
・当クラブホストのⅠ．G．Fですので、どうして

月日のたつのは早いものである。鶴岡ロークリ

喜　一に入って、もう一年にならんとしている。一年
ヨ　間は皆出席しようと誓いをたて努めて来たが、ど
ヨ　うにか達成できるようである。
ヨ　　さて、この度庄内分区Ⅰ．G．Fのフォーラム会

§驚票嘉忘諾是慧至芸窒宣旨慧禁冨昌之
呂　経験させようという親心だろうと考え、また、ご
呂　恩返しの気持ちで精一杯頑張らなければと考えて
呂　いる。皆さんのご支援を是非お願いしたい。
3　最近うれしい話を耳にした。それは、会社を訪
つ

0
つ⊂〉OC〉0⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉OC〉○⊂）Ot＝〉○⊂⊃○⊂⊃○くつ○⊂〉○⊂lO⊂〉〇〇〇‘＝，○⊂〉○⊂〉○（＝lO⊂〉○⊂〉（

れたお客様から、鶴岡の衝に活気が出てきている
ということである。私は自分の事のように喜こん
だ次第である。考えてみるに、駅前や銀座商店街
の大改造、城下町としての趣を残した個性ある環
境整備等。また、各種イベントの開催も盛んに行　誓
われているが、忘れてならないのが祭りの盛大化　宮
ではないだろうか0嚇子や大鼓に浮かれるのはう喜
れしいものである。　　　　　　　　　　　　　　　p

私共でも労働組合が中心になって実行委員会を
作り、会費を集めて祭りに参加しているが、その
事が社内の活力にも役立っているように考える。

これからも大いに支援し、また、私も参加する
ようにしたい。　　　　　　　　杉澤保吉

○⊂）⊂＝＝〉○⊂〉○⊂）○⊂）○（⊃○⊂）○（＝〉○⊂）0⊂）⊂＝＝＝⊃⊂〉Ot＝〉OC〉○⊂事○⊂）○⊂〉⊂＝＝〉○⊂〉○⊂）○⊂）○⊂）○⊂〉



も都合のつかない方を除き出来るだけ出席をお

願いします。
・登録料4，000円は半街クラブが負担し、2，000

円だけ個人負担と致します。
・出欠を出来るだけ早く確認致したい。

以上、よろしくお願い致します。

（幹事報告）若生恒吉君

1．R．Ⅰよりロータリー平和会ttヒロシマ”への参

加申込

場　所　広島グランドホテル

日　時　11月7日（月）・8日（火）

登録料　15，000円

事務局へ申込み下さい。

2．RI日本支局よりロータリー．ダイアリーとカ

レンダーの注文

3．山形県腎臓病患者友の会・荘内病院腎臓病患者

友の会特別記念講演会の案内

日　時　　9月25日　午後1時30分

場　所　鶴岡市勤労者会館

賛助会員の募集　個人．法人会員
4．会報到着　酒田中央R．C、酒田R．C、東京R．C

遊佐R．C

5．例会変更のお知らせ
・余目R．C

9月16日（金）センチェリープラザ和心

12時30分点鐘

尚、例会前に職場訪問、櫛引町松浦農園。

10時30分に余目商工会議所前より出発
・八幡R．C

9月24日（土）鮎例会のため中央公民館に集

合して、午後3時よりゲートボールの練習後

5時30分より八森荘で鮎例会。

登録料　4，000円
・酒田R．C

9月14日（水）クラブアッセンブリー、その

後、中央R．C設立に伴う伊藤政一特別代表の

感謝慰労パーティー。

6．事務所移転のお知らせ

山形R．C、山形西R．C、山形北R．C、山形南

R．C、山形束R．C5クラブの事務所が7月よ

り山形市七日町2－6－3、山形共立本社ビル

3階。

7．会員名簿作成につき会員の住所、電話番号、家

族名望に変更のある方は本日まで事務局へ連絡下

さい。

8．4クラブ合同親睦例会（9月28日）と庄内分区

Ⅰ．G．Fへの出欠席を今日13日か9月20日の例会

まで提出して下さい。

（ス　マ　イ　ル）

塚原初男君　　先週金曜日乗鞍岳に登りました。
私にとって3．000mを26m超えた

のは本邦初公開。但し実際に歩い

たのは300耽だけでした。

斎藤庄治君　　本日赤川のグランドで私共理事長
杯のゲートボール大会を催しまし
た。各店より選抜の30チーム参加。

天気もよく、今一生懸命やってい

るところです。

阿蘇司朗君　　9月11日、50年振りに第一子が誕

生しました。女の子です。（本当

は孫）

張　紹淵君　　地区の4つのインターアクトの委

員会を一まわり廻ってきました。

大変得るところがありました。

山口篤之助君　　9月3日女の子の内孫誕生しまし
た。母子共に健康です。

藤川享胤君　　先週一週間東京へ参り、昔の仲間
の手塚氏、佐藤氏と親しく－づ献酌
み交してきました。また父が市の

功労賞を頂きましたので。
佐藤友吉君　　国道345号の道路改良（鬼坂トン

ネル）工事について落札致しまL

C‾ビジ　タ‾‾‾‾‾‾‾二1

鶴岡西RC　斎藤健治君
鶴岡東R．C　阿部興二君
温海R．C　本間儀左工門君

9月28日のプロクラム予定

○鶴岡、鶴岡西、鶴岡東、温海4クラブの合同例会

場　所　グランド　エル・サン

時　間　18：30より

義等ロータリー．ミニ情報仙2

クラブ会長の資格

1．正会員、シニア・アクチブ会員又はバスト・サ
ービス会員であって、職業分類について疑問のな

い者

2．クラブ全休を指導する能力があり、会員の尊敬

と信頼のある者
3．クラブ運営に必要な時間と労力を捧げ得る者

4．クラブ理事、又は主要な委員会委員や委員長、

或はクラブ幹事を務めたことのある者
5．－回以上地区大会に出席したことのある者

6．クラブ定款、細則及び綱領について実際的知識

を有する者　　　　　　　　　　　（T・S）

情報委員会輔



〔‾‾‾会長報菖‾‾〕
市川輝雄署

○今朝のニュースによると、天皇陛下のご容態が非

常に心配されています。一日も早いご平癒をお

り申しあげます。

○昔の人は季節に色をあてはめ、冬は玄冬

は青春で青、夏は朱夏で赤、秋は白秋

てました。私達は秋というと紅葉を遵

云いたくなるのですが、白い秋もまたし

す。野を分けて白い風が吹き、白い

く……「秋来ぬと目にはさやかに見え

の音にぞ驚かれぬる」古今集の名歌であ

夏が過ぎれば秋となるように、紅顔め

っかは老人となります。

015日は「敬老の目」。当初は「老人の

のですが、制定された14年前とは全然ニュア

が違ってきました。今や90才、100才でないと敬

老の対象にされないのです。敬老の日とは福祉保

護的な意味でなく、いかに若返る工夫をするか、

いかに美しく老いる事を考えるかの日と、その意

○⊂）○⊂〉0⊂）○⊂〉○⊂）○⊂）○⊂IO⊂〉○⊂〉OC〉○⊂）○⊂）○⊂〉0C〉○⊂〉○⊂）○⊂：〉0⊂〉○⊂

ロータリアン日記　〇月〇日

義が変化しつつあります。健康な熟年パワー、老

年′ヾワーを大いに発揮させ、社会に貢献させる機

会を与えること、それが長寿の秘訣であると言わ

1ますが、すでにロータリーでは一歩進んで

○天高くス

リンピ

の秋となりました。ソウルではオ

の祭典で沸き立っていますし、大相撲

では白熟した中盤戦を迎えています。両力士が、

穣切りの間に次第に闘志を高揚させ、

した時、つまり自己の最高のコンディシ

ヨンほ於いて立ちあがる、その瞬間の爆発力が勝

敗を左右します。時間一杯となると、自分の手で

顔や足や腕を叩いて緊張の上に「やるぞ」という

ファイトを燃やす、あの張りつめた空気がファン

にとってはこたえられない醍醐味であります。

018日マリカ西館において行われた鶴岡ライオンズ

クラブのチャーターナイト25周年に招かれて行っ

てきました。430名の参加者があり、厳粛な式典

のあと余興やゲームなど盛沢山で、盛会でした。

何時かあの時、あの所

遠い所への出張を除き、車で行く事が多くなった。
初めての所へ行く時は誰もが不安であろう。出張迄
時間が有る時は、必ずと言っていいぐらい、前以て
下見に行くようになってきた。それは約束の時間迄
に遅れないで着く為の時間計りと、初めての不安を

取り除く安ノ〔藩斗みたいなものである。助手席に妻を

2　　乗せ、地図を持たせてのナビゲーター替わりである。
9　　下見のドライブは極めて気楽である。必ずと言って
望　　いいぐらい近くの観光地に寄って来る。ライラ研修
9　　会の平にも前々日曜日に行って見た。この前は平泉、
0　　その次は松島と、観光地や史跡を歩いてみて、又車

で通ってみて、おやっ？　と思う事がしばしばある。

何時かあの時、こんな光景を目にしたことがある、
何時かこんな事があったぞと思うことがある。

日本の地形や田園風景は、だいたい似たようなも
ので、どこの村はずれに行っても、同じような石垣
に垣根と思っていた。先日ある会員と話をしていた
ら、「我々の何代か前の先祖（人間、動物？）がそ
の場所を通り、又そういう事に出会った記憶が引き
つがれ、自分の脳頚に浮かび上がり過去に経験があ
った様に思われる」と、話しておられた。なるほど
と思った。

観光地（何処でも）ではロータリアンとしてのマ
ナーを守り、ずうっと後の子孫が、過去の経験が廷
り赤面しないようにしたい。

碓氷節雄
0
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〔亘j報吏つ
若生恒吉君

1．本クラブ例会変更のお知らせ　合同親睦例会

日　時　　9月27日を9月28日

点鐘　6時30分

場　所　グランド　エル・サン

登録料　　2，000円

2．Ⅰ．G．Fの出欠席の返信は2，000円を添えて下

さい。

3．社団法人「日本の松の緑を守る会」より、日本

の松の緑を守る国民運動への個人入会申込の案内

書（松くい虫）

「松」の名の付く方は是非入会を。

松田士郎君．松山俊三君．松沢圭一君

4．例会変更のお知らせ

・鶴岡西．鶴岡東．温海　合同例会

（ゲストスピーチ）

教　　　育

・酒田東R．C

日　時

場　所

登録料

・酒田中央R．C

日　時

場　所

登録料

クラブフォーラムの為

9月29日（木）6時30分点鐘

酒田産業会館3F

3，000円

いも煮会の為

9月30日（金）7時点鐘

平安閣

4，000円

5．いなほ作業所だより到着

6．第251地区札幌モーニングR．C認証状伝達式の

ご案内

日　時　昭和63年10月30日（日）

場　所　札幌パークホテル

登録料　10，000円

9月末日締切

7．会報到着　酒田中央R．C

雑　　　感

鶴岡市教育委員会教育長　生　田　謹　吾　氏

ご紹介いただきました生

田であります。

当クラブからは日頃青少

年健全育成の為にご努力い

ただき、又9月を青少年活

動月間と位置づけて力を入

れておられるとお聞きし、

お礼を申し上げるべくまか

り出て来た次第です。

時間がないようですので、私が日頃考えているこ

との1～2を中心にして申し上げますが、たまたま

文部省事務次官の高石判男先生が全国小学校長会で

挨拶された内容が一致した考え方であったようです

ので、引用しながら申し上げます。

最近、貿易界や国際的摩察など社会情勢に多くの

問題がありますが、教育界にとりましても問題の絶

えない昨今であり、毎日のように新聞紙上を賑わし

ています。しかし、日本の教育は世界に冠たる実績

を残し、注目をされているところであることも事実

であります。

昨年8月に臨時教育審議会の答申がありましたが、

これは問題があって教育改革に当ったことはご承知

の通りです。この臨教審はよく第3の大教育改革だ

と言われました。その第1の改革は明治の学制発布

をはじめとする改革。第2は終戦直後の改革だわけ

です。しかし、それにしても明治以来の日本の教育

がなんで世界各国の注目を浴びているのか。その理

由は、非常に巾広い教育を学校でやっていると言う

事が一つではなかろうかと思います。即ち、知・徳

・体の調和のとれた教育をやっている、これが世界

に誇る日本の教育の実績であろうと思います。

しかし、今後の日本の学校教育を展望した時に、

これで良いのであろうかと考えさせられることも事

実であります。21世紀をひかえ、学校は新時代へ対

応するあり方を問われております。日本の教育はプ

ラスアルファの要素を巾広く取り上げて成功したが、



このままの対応で良いだろうかと考えるわけです。

その裏には学校教育を疎外している部分がないだろ

うか、例えば……

1）トラホームの検査・治療

2）レントゲン撮影など結核にかかわる指導

3）学校給食など・t…・

医療行政分野や礼儀作法、しつけなど、本来家庭や

社会が受け持つ分野まで学校でやらなければならな

いのか。これが学校に課せられている現状です。一

休これで将来、時代に対応した教育が出来ると言え

るのか疑問視するわけであります。

先般、鶴岡市の小学校長会の研修会があり、講師

として佐々木霊彦先生が招かれ、一連の指導の中で

家庭教育の領域は学校教育の中から撤退すべきであ

るという意味の発言がありましたが、真意は学校、

家庭夫々受け持つべき分野をわきまえよと言うこと

ではなかったかと理解致しました。私も似た考えを

持っているひとりです。今、ここまで来ている（巾

広い受け持ち教育）学校教育を、家庭でやるべき分

野だからといって、学校教育から排除するというこ

とはなかなかむずかしいのではないかと思うのであ

ります。縄張りを論議している時代は終った。学校

と家庭が夫々の目的を達成すべく、夫々の分野で実

践する段階であると考えています。今、学校教育で

受け持っている巾広い分野を排除することは、おそ

らく出来ないと思いますので、それらをどうするか。

例えば、医療行政の分野であれば、それに対応出来

る人的物的手だて、手当てをしていくとか、或はス

ポーツ少年団の分野であれば、社会体育の指導者を

教師以外に別枠で学校へ配置するとか整理して、時

代に対応出来る学校休制を築いて行く必要があるの

ではないだろうかと考えます。

学校は本来知識を体系的に指導するのが主眼であ

りますが、日本の学校教育ではそれだけでは済まな

いのであります。特に義務教育の小学校では、教師

は知識の伝達者であってほならないのであって、心

の教育、人間を育てて行くという人間教師でなくて

ほならないのであります。

子供は大人の後姿を見て育つと言われます。素晴

らしい教師に教えられた子供は、その機会にどんど

ん伸びていく面を持っています。教師は責任ある大

事な立場にあることを自覚しなければなりません。

更に家庭教育の問題で教育力が低下したと言われ

ますが、私はそうは思いません。昔の親から比べれ

ば今の親は素晴らしい指導者であり、家庭人である

と思います。教育問題についても最近の父兄は、日

本の一流の先生方が教育問題を論じているのをテレ

ビ等で勉強されているので、教師にまさる父兄が多

いのであります。そこで教師は専門性を問われてい

るわけですから、それなりの自覚と努力と研修が大

切であり、その意味からすれば今後にまつものがあ

ると言えます。家庭教育というのは、昔はものを言

わないで行動でものを教えたように思うが、今はそ

うした場も少くなりましたね。だとすると、家庭で

やれない教育をどこでやるのかとなれば、やはりと

りあえず学校でやらなければならない。その為には

何か手だてが必要となるわけで、学校と家庭が連携

を密にして、夫々の受け持つ分野を明確にして、共

に教育力の回復を図ることが大切であろう。

例えば、家庭の問題で申し上げれば、自己教育力

の補助補完、創造性なり学習法の習得など家庭で受

け持つ、又生涯、社会集団の中で生活することとな

るわけですから、自分勝手な行動だけでは適応出来

ないわけで、自己制御力も必要であろうし、強い意

志力も必要だと思います。そうしたものを家庭でも

つけさせる努力が大切でないでしょうか。日常生活

の基本的なしつけ、人間としてのものの考え方を家

庭できちんと教育していただきたいものです。それ

から、家庭において祖父母の役割というものが非常

に大きいと思うのですが、今の祖父母は孫達にあま

り言わないような気がいたします。

又、地域社会において、地域の子供としての接し

方、感覚が必要で、きびしい指導、逆に寛容、許容、

或は大人が範を垂れるということ等大切なことでな

いでしょうか。学校教育も同じです。生涯教育体系

への移行が臨教審で答申されましたが、生涯教育の

中のひとこまとしての学校教育という教え万だと理

解するのです。生涯、社会の変化に対応出来る基礎

能力、自己教育力を学校教育で養うことが大事であ

ると考えるのであります。自立する力を養成するこ

とが学校教育の一番大切な事でもあろうと思います。

1）個性の

2）生涯教育休系への移行

3）予測される変化への対応

この三原則が今の教育改革のねらいであります。更

に学校教育では先生方の指導力の向上を図る為、今



年から初任者研修試行が始まりました。又、科学技

術の進展にともない、それら教材等の充実や教育環

境の整備が必要であると思います。

最後に、「鶴岡市の子ども像」というのをつくり

ましたが、これは来るべき21世紀を担う鶴岡市の幼

児・児童・生徒に対し、万代不易の価値、資質とし

て在るべき姿を探り、その提示を試みたものです。

鶴岡市に住む子どもにとって自ら自身の目標となり、

親にとっては子育ての指針となるものを、子どもに

もわかり易い表現で具休的に示したものです。今後

皆様からもよろしくご活用願いたいと思います。

ご静聴ありがとうございました。

（委員会報告〕

（親睦活動委員会）
石川寿男君

○鶴岡R．C親睦磯釣り大会開催のご案内

・日　　時　10月12日（水）

物産館前集合　午前5時30分
・釣り場所　ききかた

（釣り場多く、尚、絶対安全）
・交通手段　羽越観光　マイクロバス使用

・納　　竿　午後3時～ドライブインにて懇親会

・終　　了　ききかた出発　午後4時30分～

物垂館着　午後6時
・会　　費1，000円（昼食弁当代）

索　参加申込みは、10月4日の例会まで、会費を

添えて事務局にご連絡下さい。

（青少年奉仕委早阜〕
碓氷節雄宕

去る9月13日（火）、第40回山形県田川地区、中

学校、高等学校、英語弁論大会が鶴岡市第3学区コ

ミュニティーセンターで行われました。

当ロータリークラブが優勝者に表彰した方

中学校　暗唱の部

加茂中学校　　　本間絵理菜さん

中学校　スピーチの部

鶴岡第3中学校　丸山清志君

高　校　スピーチの部

鶴岡南高等学校　伊達丈浩君

尚、事務局より御礼状が届きました。

又、ローターアクトクラブ該当者推せんのお願い。

〔痛報委員会〕
佐藤　　忠君

9月18日午前9時より午後3時迄、米沢RCホス

トで情報セミナーが開催され、高橋・中江両君と3

人参加し勉強して参りました。

コーディネータ一志藤P．Gの開会挨拶と吉田ガバ

ナーの挨拶があり、続いてロータリー情報と広報に

ついて、R．Ⅰ会長のビデオによる挨拶を入れながら、

カウンセラp津田進氏（第259地区P．G・川崎R．C）

のお話がありました。

【情報】産業革命後の人間性を取り戻すためのポー

ル・ハリスの考え、現在、又技術革命の時代といわ

れ、技術が人間を離れ独り歩きをしかねない世の中、

そして欲望にどっぷりつかりきっている。人口の都

市集中化、環境の汚染悪化、コミュニティの不在…

…仏陀の思想を引用し欲望制御の必要性とロータリ

ーの「超我の奉仕」の理想とを関連づけた、格調高

いお話でした。「自分の仕事（職業）はどれだけ世

のためになっているか、もっと世のためになるには

どうすればよいか」……「超我の奉仕」の理想をも

って誠実に行動する人間こそ、ロータリアンの資格

であり、ロータリーの理想を熟知し、精通し、行動

し、そして会員身分をより効果的にすることがR．Ⅰ

テーマ「ロータリーに活力を」与えることだと話さ

れました。

【広報】1905年シカゴR．C創立当初は一業種一会

員（先着噸）が会合し、親睦が中心で会員同志が原

価販売をやったり、会員以外に会員の店を紹介した

りして、相互繁栄を図ってましたが、1908年ポー

ル・ハリスは宣伝拡大委員会（現在の広報委員会）

を創り、外にむかっての会員拡大を提唱したのです。

職業分類による一業種一会員の利点として、次の四

つをあげました。①心を開いて話ができる　④発想

の転換ができる　④地域職業の断面を見ることがで

きる　④職種の中から良質な人間を選べるという事

でした。

【会員エレクト・情報・広報のグループ別会合】午

後からは三グループに別れ田中P．G・九里P．G・松

永P．Gの夫々御指導のもと、「問題の確認と解決に

対する提案」と「活動計画の推進」について、お話



と一部R．Cの発表がありました。九里P．Gは情報グ

ループで、日本の現状が過度の競争社会しかも情報

宣伝の洪水の中で、父親も母親も、自分の身の回り

や、自分たちの正常な生き方を考える余裕すらなく

なっている。大人たち我々がしっかりした価値観を

もって青少年に影響してゆかなければならないし、

日本のロータリアンとして考えねばならない課題で

もある。私学の経営者として、又教育者として述べ

られました。ロータリーを知るために次の推薦図書

を購読されるよう申されました。

「ロータリーの理想と友愛」・‥…

ポール・ハリス著　米山梅吉訳

「ロータリーモザイク十……・…・

ハイルド．T．トーマス著　松木兼二郎著

「ロータリー日本60年史」「同・日本50年史」

「ロータリアン必携」

【規定審議会について】審議会議員の浜田P．Gより
……来年1月シンガポールで開催され出席致します。

各R．Cに和文に劫訳した議案をお送りしますので解

答されるようとのこと。主なものとして、①婦人の

会員資格の件　④1922年以前に設立の標準クラブ

定款採用の件（釘イングランドなどR．Ⅰに一本化の

件　④R．Ⅰ分担金値上げの件

創立30周年記念事業について

風間真一葛

創立30周年記念事業につきましては、先に昭和63

年3月8日の例会で、タブの木の所に南洲先生の

「敬天愛人」の碑を建てる方向で固まっている旨を

ご報告しました。

次に昭和63年6月7日の例会では、以上の計画が

関係筋の調整がむづかしく、断念せざるを得なくな

ったこと、従って振り出しに戻って、皆さんのご意

見をアンケートで集約することをお願いしました。

7月12日の例会で皆様にアンケートをお配りし、

若干のコメントをさせて頂き、ご協力をお願いしま

した。

8月2日の例会前に記念事業委員会を開催。アン

ケート集約結果を報告・検討し、この段階で会長及

び正・副実行委員長に協議することとし、その旨を

申し込まれました。

8月16日夜、産業会館の一室に市川会長、三井実

行委員長、小池実行副委員長と加藤記念事業副委員

長と私が集り、先づアンケート集約結果を説明、話

し合いを行なったが、その席で市川会長から、一度

はご破算になった「敬天愛人」の碑の実現の可能性

があるかも知れないとの話が出された。皆様からア

ンケートによりご意見を頂いて、それにより進めよ

うとしている矢先であり、この期に及んでいかがな

ものかとも考えましたが、当初の希望が実現出来る

のであれば、行き掛りにこだわらず、その方向で再

度折衝してみようということになりました。

翌日、三井実行委員長、小池副実行委員長と私が

斎藤市長にttタブの木の所に南洲碑を建てる”こと

を改めてお願いして、関係者とも話し合い、既に進

行している「花と緑の計画」に今から組み入れるこ

とのご検討・ご協力をお願い致しました。

9月1日付、斎藤市長より市川会長宛文書により、

当方の希望の趣旨を了承したとの回答を頂いたので、

9月6日の例会後に急拠委員会を開催して、事の成

り行きを報告してご理解を頂き、その後急いで市の

事業計画との調整を進めているところであります。

本日、例会前に会長、幹事、副実行委員長にも出

席して頂いて記念事業委員会を開催し、その後の経

過を説明すると共に、当クラブとして市当局に申し

入れる、ほぼ固まった案の承認をお願い致しました。

そして、今日中にも市に持参する予定にしており

ます。

会員の皆様には再三にわたり、方向変更のご報告

を申し上げることになり、その間にアンケートのご

協力を頂きながら、活用の機会を失うなど、誠に申

し訳なく存じており、又、私自身の心境もいささか

複雑でもありますが、曲りなりにも当初の計画が実

現出来る見通しになったことはご同慶であり、会員

皆様のお力、特に市川会長、三井実行委員長のご熱

意、小池副実行委員長や若生幹事、そして記念事業

委員会の各委員の皆様方のご協力の賜と厚くお礼を

申し上げます。

（講演のご案内）

演　題　　「日本経済のゆくえと

地域の活性化について」

講　師　　衆議院議員

加　藤　紘　一　先生



日　時　10月1日（土曜日）　午後1時30分

（約1時間半）

会　場　　荘内神社　参集殿　（入場無料）

御多忙中とは存じますが多数御出席願います。

〔こき＿マイ　ノしっ

斎藤庄治君　　鶴岡信用金庫で佐藤昇建築設計事

務所様の設計のもと、佐藤工務店

様の施工による15番目の支店を市

内日出町に東支店として本日オー

プンしましたので、スマイルをし

ます。

佐々木羞彦君　　幼稚園園舎が昨日改修工事が終り

ました。又、大同電気㈱さんには

大変お世話になりました。IGF

正副委員長会議の場所を誤案内致

しましたので。

秋野昭三君　　佐々木話彦君の工事を担当させて

いただき。

佐藤　昇君　　鶴岡信用金庫東支店さんの設計管

理をやらせていただき。

佐古田義明君　　電話応対コンクールの山形大会で

優勝し、東北大会へ出場。中国旅

行より無事帰りました。長期旅行

の為、青少年奉仕フォーラムに欠

席のお詫び。

荒井宏明君　　佐々木蓋彦君の園舎改修工事終了

のお祝い。

佐藤友吉君　　鶴岡信用金庫さんの工事を担当さ

せていただき。

松田士郎君　　9月14日、ロータリークラブ主催

のゴルフ大会に優勝して。

石井敬三君　　鶴岡信用金庫様の備品を納入させ

ていただき。

藤川享胤君　　9月14日、ロータリークラブ主催

のゴルフ大会で準優勝して。又、

IGFの懇親会に奥様方のお手伝

いをお願いしたい。

三井賢二君　　二週間にわたってニュージーラン

ド旅行をし、現地で娘の元気な姿

を見て安心しましたので。

阿部　貢君　　鶴岡信用金庫さんの防災工事と弱

電設備でお世話になりました。あ

りがとうございました。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C　佐藤　境君．三井盾夫君

鶴岡東R．C　上野朝重君

立川R．C　　滝　　禅源君

（財団委員会）

本日の財団寄付　　9，103円

10月4日のプログラム予定

・新入会員スピーチ　　来海憲宣君

一一一朋官〃ガガガ官CORⅣ且だ

檜風呂につかって専月濃誌㌦儲

零すや旅館
鴇同市湯田　川　温泉

TEL．（35）3211㈹）

－－－－－－－－－－－－一＿－－．五

クリスタル静電焼付塗装でマイカー

のリフレッシュ。すぼらしい硬度．

光沢．汚れが付きにくく水洗いだけ

でOK！

（有）石　川　ボ　デ

藤島街道宝町工場　m22－6281
7号線白山工場　TEL24－3946

せよう　世界社会奉仕委員会

ポリオプラス募金にご協力ありがとうございました。
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4クラブ（鶴岡・鶴岡西・温海・鶴岡東）合同例会開催

於

ロータリアン日記　〇月〇日

8月下旬、久し振りに家族と対面し小学5年の

次男、小学1年の三男と妻の4人で月山へ登った。
八合目に車で到着、幸い天候に恵まれ、「さあ

行こう」と、かけ声も勇ましく登山開始。最初の

うちは周囲の景色や月山の雄大さにみとれ、家族
で写真を撮ったり語らいながら登りつづけたが、

次第に妻が遅れはじめた。子供たちに「お母さん
は鍛えかたが足らないぞ」と気合いを入れられる
一幕もあった。三男は心配した以上に元気で、夕

誓　刻9合目の仏生ケ池小屋に到着。西の空に太陽が

冒　沈む景観はとっても素晴らしく、夜空に冴えわた
（‾こ》0（＝〉01＝ンOJ＝〉○（＝〉○〔⊃0⊂〉01＝ぎOCか〇一＝〉OCか0⊂301＝H⊃⊂〉Dl＝tOt＝KM⊃Cぺ∋○⊂封か⊂往M⊃Ot＝301＝〉○

⊃○⊂〉○〔＝FO⊂〉○（＝）○⊂〉○⊂：IO⊂）0⊂〉○くつOt⊃OClO⊂）○⊂〉C‘＝IOt＝〉○くつOCき○‘＝〉0⊂）○⊂iOくつ0

る星座は正に大パノラマであった。宇宙の不思議　呂

さ、偉大さを攻めて感じた。子供たちにとっても

初めての経験であり、自然のスケールの大きさに

驚嘆の声を発していた。
夜8時半頃、小屋のご主人がランプに灯油を注

ぎ火屋を磨いている姿を見て、またまた驚きの視

線を送った。ランプでの夜の生活を興奮した気持

ちで過ごした。早朝4時50分頃に子供たちを起こ

し、衛来迎を拝みに戸外へ出る。とってもありが

たく、自然に頭がさがる気持ちになり、この光景

が三男の脳裏にしみついたらしく、「帰宅したら

絵を書いて是非先生に見せるんだ」と喜々として
いる姿が大変印象的であった。　松澤主－
く＝〉0g＝〉OC〉○く＝圧⊂　〇〇〇〇Oi＝〉○⊂〕0くつOi＝）○弓＝）○く30（＝50∈＝き0（＝H⊃⊂3C咤つてH＝）eCI〇一ニラCe



10月11日のプログラム予定

・クラブフォーラム　　職業奉仕部門



（会長報．卓⊃ 市川輝雑著
○国民等しく憂うる所、天皇陛下のご病状は一進一

過のご様子であります。「清風明月を払う」

う言葉がありますが、空を覆っている浮雲

陣の風がさっと払い尽して、澄んだ空に

あかと輝く月を見たいものであります。

「昭和」という時代に人生の大半を費

達にとって陛下は、正にシンボリック

たから。

○一昨日、ソウルオリンピックは成功

を閉じました。その中でショッキン

つありました。一つは、ベン・ジョンソンのドー

ビングスキャンダルによる「金」教奪。

ボクシング会場での乱闘事件でありまあ

前者は、オリンピックの商業主義に堕した

われというべきで、開催地自治体の利益重視遮諷

TV放映権料やスポンサー契約料をあて込ん

大などジネスに変ほうし、選手達はカネや地位

からむ切実な優勝への願望とナショナリズムで押

しつぶされそうになっています。これらを抜きに

して今度の事件を語ることはできず、そこにはク
ーベルタンの提唱したアマチュアリズムの片鱗も

〇⊂〉○（⊃○⊂）○⊂〉○⊂⊃○⊂〉○⊂IO⊂〉○⊂）○⊂）○⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂）○⊂）○⊂〉OC〉○⊂〉○⊂）○⊂〉01＝

賀　ロータリアン日記　〇月〇日

今年は還暦と言うことで、クラス会も小学校二
つ、旧制中学校一つと案内を貰い、都合で出席出

来なかった一つを除いて出席させていただいた。
それぞれに安全と繁栄を祈念してお払いをして

買ったわけでしたが、旧制中学校の会では、住職
をしておられる恩師から住職としての経験からみ
て、還暦は最もお寺の厄介になる人の多い年齢だ
から気を付けなければならないと挨拶の冒頭で注
意され、そうかもしれないとお互い顔を見合わせ
たことでした。

そんな最近、級友の「人が急逝したとの報を受

喜　け、山形市で執り行なわれた葬儀に参列してきま
⊃CIO⊂）○疇＝〉○（＝）0⊂）○⊂）Ot＝〉○⊂）○⊂）○⊂〉Ot＝IOt⊃○く＝〉○⊂〉○⊂）○⊂）○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂）○くつ○⊂〉

見出す事は出来ません。これからも金の卵を産む

オリンピック誘致合戦は激しくなるでしょうし、

選手等は富と名誉の為に、より有効な手段をつく

うことでしょう。

後者のボクシング会場で不利な判定を

受けた

かかっ

カッとしたコーチ等が審判員に殴り

は、急激に伸長した国の民度の低さ、

ゆとりのなさからくるものと批判されても仕方が

ありません｝主催国側としてカナエの軽重を関わ

と思います。

○去る

あり

、鶴岡市の今年度の市政功労者の表彰が

クラブ会員で、昨年なくなられた菅原辰

吉先生が表彰されました。なお、藤川事胤君のお

父さんも同じく表彰されました事をご報告してお

きます。

○本日、10月の定例理事会が行われ、次の事項が決

定されました。

10月18日（火）4時よりクラブ協議会を行います。

議題は各委員会の経過報告とこれからの実施計画

についてであります。場所は昭和通りの「住よし」

です。各委員長よろしくお願い致します。

○この度交換学生として羽黒高校の斎藤さゆりさん

を申請中でしたが、希望者が予定数を上廻りまし

○（⊃○⊂〉○⊂〉0⊂〉0

0

したが、何時になく悲しみが込み上げてきて押き　ヨ
えがたい感がありました。この1月に温海温泉で　崇

のクラス会で暫く振りに顔を合わせ、我が家にも

立ち寄って旧交を暖めたばかりの突然の死でした。

葬儀は、40年間教育一筋に全力投球してきた彼
の人柄を偲ばせるしめやかな中にも故人を惜しむ

気持ちの溢れた立派なものでした。
人生80年の時代、60才の死はいかにも早すぎた

という感慨と、人生如何に生くべきかを改めて問
いなおさせられた友の死でありました。

ロータリーの「四つのテスト」も人生の指標と

して、読み返して見たいと思います。

秋野昭三
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たので、語学力のテストの上で決定する事となり、

地区大会行きのバスに便乗して平までゆく事にな

りました。ぜひ合格してもらいたいものです。

○先日のグランド　エル・サンに於ける4クラブ合

同例会はいかがでしたでしょうか。多数ご出席項

（幹事報告〕

きまして、おかげ様にて盛会裡に終了することが

出来ました。兄弟クラブ親睦の意味を含めまして

来年度もぜひ行って下さいとの声が多かった様に

思います。親睦委員長の石川寿男君始め親睦、S

AAの委員の皆様のご苦労に感謝致します。

財団法人ロータリー米山記念奨学会より

中野清吾君へ米山功労賞のメダ／レと楯が

贈呈されました。

若生恒古着
1．財団法人ロータリー米山記念奨学会より1987年

度事業報告書、よねやまだより到着。

2，1989～90村上ガバナーノミニー事務所10月

1日より開設。

酒田市新橋一丁目3【10

㈱サカタマツダ自動車（内）

3．例会変更のお知らせ

・酒田R．C、酒田東R．C、酒田中央R．C

合同例会（職場訪問）の為に

（会員スピーチ＿＿＿）

鶴　　岡　　の

皆様こんにちわ。

私がただいま布施委員長か

らご紹介頂きました同和火災

のきまちとしのぶと申します。

どうぞよろしくお願いします。

この7月に伝統ある鶴岡ロ

ータリークラブに加入させて

頂いたばかりで、クラブには

参加・出席を第一としてなん

とかメークをさせていただきながら出席100％をい

たしており続けたく思っております。当クラブの中

では現在、荘司委員長のもとでSAA委員をつとめ

させていただいております。

さて、催か9月でしたかにプログラム委員長の布

日　時　10月13日（木）12時点鐘

場　所　酒田短期大学講堂

登録料　1，500円

4．庄内分区Ⅰ．G．F参加者の分科会登録は下記の

通り。

Aテーマ　「コミュニケーションの強化について」

クラブ奉仕委員会の皆さん

Bテーマ　「クラブに於けるマンネリ化

その問題点と対応について」

職業．社会．国際．青少年．奉仕委員会の皆さん

当日、ネームプレートに書き入れます。

印　　象

来　海　憲　宣　君

施委員長より10月4日に新入会員のスピーチのお願

いをされ、しばらくの間まだ先のこととのんびりし

てましたところ、ついこの間の4クラブ合同例会に

おき、ふたたび念を押されまして、おおいにあわて

はじめまして、何をお話申し上げようかと困りまし

て、つい3、4日前に決めさせていただきました。

ご縁あってこの4月に鶴岡へ参りましたので、ご当

地の感想を少しばかり申し上げさせて頂きます。

保険会社勤務という職業柄転勤が多く、私はこの

たび前任地の横浜より私の出身地の仙台を経由して

山形よりバスにてこちら鶴岡へ参りました。そして

スケジュールの関係で、家族は新潟を経由して鶴岡

へ向い、湯野浜温泉にて合流いたしたわけでござい

ます。つまり私は東北新幹線を、家族は上越新幹線



を利用いたしました。その時に思いましたことは、

仙台とか新潟から距離の割に時間がかかるというこ

とでした。次には景色豊かな田園風景でした。また

旅館でのおいしい料理のことです。また引越しの日

には親切な鶴岡の人の暖かい気遣いを感じることが

でき、疲れも吹き飛ぶ思いがいたしました。

そして、少しずつではありましたが、鶴岡周辺の

町村とかお隣の酒田市をたまに尋ねたりいたしてお

りました。が、時々こちらの万からお聞きしていた

致道館には出掛けてはおりませんでした。ところが

確か7月でしたか、仙台より会社の総務関係の上司

がこちらにまいりましたとき、土曜の昼下がりに致

道館へ出向く機会をもちました。その建物の中に入

って、いろんな展示物を拝見しながら大きく驚きま

した。そこかしこに教育に熱心な先人の情熱と懸命

に学ぼうとする小さな子供たちの姿がみえたためで

ございます。そしてまた、つい最近は羽黒山に参り

五重塔のすぼらしい建造物を拝見いたし感動しまし

た0　このようにして少しずつ鶴岡、庄内の歴史と文

化を休日に家族で楽しんだり、勉強させていただい

ております。

以上がここ6ケ月ほどの間に感じました主だった

ものでございます。

この機会にと、わたしなりに明日の鶴岡を勉強し

てみようと急に思いたち、初めて先日、市の図書館

へ出向きました。そこで見つけました本の読後感を

述べさせていただきながら今日のスピーチをまとめ

させて頂きます。

この本は、61年3月27日に鶴岡市総合計画審議

会に於て郷土鶴岡を愛する多数の方々が、それぞれ

にお忙しい時間をさかれてきっと苦労されながら刊

行されたものであります。その本の名前は「新鶴岡

市総合計画」です。さて、その中に期待される将来

の都市像として‥‥‥鶴岡市は田園性豊かな庄内平野

を背景に出羽三山、朝日連峰、日本海など美しい自

然に恵まれ、城下町として長い歴史と文化に支えら

れて発展してきたまちである。また庄内地方の中核

都市として、工業などの企業立地も進み、地域の産

業を始め教育、文化などの集積も漸時高まってきて

いる。新しい時代に向かい、私達市民は、こうした

個性を創造的に発展させ、市民であることの誇りを
一層高揚させるため、市民各層、企業、行政等の英

知を結集し、各々の役割に応じ、協調しながら建設

的な努力を払う必要がある。

本市がめざす都市像は、

「歴史と自然を生かし、

個性豊かで活力に満ちた

魅力あるまち　鶴岡」‥…・…

と書かれてございました。

また、この本には21世紀に至る期間には、生活意

識の高度化、多様化、経済のソフト化、サービス化、

技術革新、高度情報化を予測しつつ、人口の高齢化、

都市化の進展、そして国際化社会の到来を予想され

ております。そしてそのために数多くの目標、課題

をかかげながら、数多くの具休的な施策も提言され

ております。そして、施策についても細かく分析さ

れ検討されておりますので、それらにつきましては

時間の制約もあり、この場で申し上げることは遠慮

させていただきます。

ただ、せっかくの機会でございますので、その具

体的施策のなかで特に私が感じましたものを少しば

かり申し上げ、本日のしめくくりとさせていただき

ます。

まず第一に、交通体系についての施策でございま

す。幸いにも東北横断自動車道の建設も促進され、

べにばな国体が67年に開催されるころには、仙台一

寒河江にも高速道路が開通とお聞きして喜んでおる

ものでございます。が、その開通を待たずとも今す

ぐにでも仙台とか新潟への安くて速い高速バスをと

希望いたします。

また、庄内空港の開港もあと3年ばかりとお聞き

して、これまた喜ばしく思っておりますが、同時に

へリポート基地の設定がされてもよいのではないか

と考えますが、いかがでしょうか。今少しづつ国内

で短距離向けのヘリコプターが利用されつつありま

す。また、こちら鶴岡にはビジネス用にも観光にも

向いていると思いますが、いかがでしょうか。陸と

空におき交通手段の整備がすすめば、観光地として

の鶴岡の魅力はもっと高まるでございましょう。

また、致道館にみられるように、すぼらしい教育

の伝統をもたれる鶴岡にも高等教育機関の設置を具

休化されませんか。教育に熱心な鶴岡にはすぼらし

い学校ができると思いますが、いかがでしょう。

そろそろ時間が参りましたので、この辺で本日の

わたくしなりの感想と意見を終ることに致しますが、

何分にも僅か半年ばかりの印象でございますので、

私の思い違いとか勉強不足もあろうかと思いますが

ご勘弁下さいますよう、よろしくご寛容の程お願い

致します。

最後に、これからももっと鶴岡のことをロータリ

アンの皆様を始め多くの方から教えを頂きながら、

仕事にも、遊びにも楽しく頑張りたく存じます。よ



ろしくご指導・ご鞭捷賜りますよう謹んでお願い申

し上げます。

本日はご清聴誠にありがとうございました。

（委員会報告）

（出席委盲亘⊃
〇年間皆出席

2年間皆出席

1年間皆出席

09月100％以上出席

175％……張

125％……小池、

09月100％出席

秋野昭三署

笹原信一郎君

杉渾保吉君

7名

150％……中江

佐藤（忠）、新穂、高橋、若生

45名

阿蘇．藤川．布施．秋野（昭）．石井．石川（寿）

石黒．板垣（俊）．板垣（広）．市川．飯野．迎田

川上．毛呂．松田．皆川．村中．松山．中沢．

佐藤（昇）．佐藤（噸）．佐藤（衛）．佐藤（友）．

佐藤（元）．荘司．鈴木（弥）．関原．佐々木．

鈴木（肇）．斎藤（昭）．丹下．杉澤．松沢．

笹原（信）．塚原．忠鉢．田中．碓氷．山口．

吉野．日向．釆海．御橋．阿部（貢）．富田（利）

◎　出席委員会と職業奉仕委員会で便利表を作成し

ました。皆様のボックスの中に入れておきます。

〔‾‾広報委車重⊃
三井賢二看

「ロータリーの友」10月号、たて組31ページに田

中錦造君の「友好の絆を固く結んで」の記事が掲載

されておりますので、ご一・・読下さい。

（親睦活動奏盲をつ
皆川光吉署

010月会員誕生

石川寿男君．風間真一君

山口篤之助君．塚原初男君

斎藤　　隆君．秋野　　忠君

佐藤元伸君．石井敬三君

荒井宏明君
010月奥様誕生

鈴木須美子様．加藤典子様

佐藤康江様．石井博子様

玉城常磐様．斎藤津弥子様

荒井潤子様．塚原玲子様

佐古田智子様．佐藤登久子様

内山キ　ミ　様

（ス　マ　イ　ル〕

中野清吾君　米山功労賞を受賞致しました。

塚原初男君　10月2日、社会人ソフトボール大

会に準優勝し県大会に出場が決定

しました。

中野清吾君　10月1日、加藤紘一先生の講演会

に多数の出席をいただきありがと

うございました。

玉城俊一君　　同　上

富田利信君　　オリンピックの放送が無事終了致

しましたので。

鈴木弥一郎君　　店舗が新しく落成致しました。化

粧品部門は舞夢と命名しました。

奥様方によろしくお伝え下さい。

御情義諦君　鶴岡商工会議所商業活動調整協議

会（商調協）の委員、そして会長

を委嘱されました。

斎藤庄治君　　9月21日、つるしん理事長杯ゴル

フ大会に150名のご参加及び本会

のクラブ会員の皆様からも多数ご

参加いただき、ありがとうござい

ました。

佐藤　衛君　本日鶴岡市民プールの工事安全祈

願祭に出席し、定例の理事会を欠

席したので。

若生恒古君　　同　上

松澤主一君　10月1日から日本交通公社がJT

Bに社名が変わりました。今後と

もよろしくお願い申し上げます。

秋野昭三君　鶴岡薬局さんの仕事をさせていた

だきました。又、会員の皆様にご

ひいきいただきありがとうござい

ます。

石川寿男君　　9月28日の四クラブ合同親睦例会

に多数のご参加をいただきました。

市川輝雄君　　ロータリーの友に写真が載りまし

たので。

（ビ　ジ　タ　T」

鶴岡西R．C　　加藤有倫君．石黒慶一君

10月18日のプログラム予定

●川月9日のⅠ．G．F、10月15．16日の年次大会の

報告



（会長報草＿＿）市川輝雄宕

去る15．16日の両日、福島県いわき市において行

われた年次大会へ行って参りました。私と幹事は朝

から会長幹事会がある為、夜行で「足先に行き

たが、他の方は早朝4時出発し、8時間バス

れての大会参加で大変ご苦労様でした。

その経過や大会セレモニー、懇親会につ

は後程ご報告する事にして、ここで唯一の

い収穫であった吉野俊彦先生の記念講演「森鴎外に

学ぶ生甲斐」についてふれてみたいと思います。

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、日本銀

行理事である吉野先生は人も知る森鴎外の研究家で

あります。天皇陛下ご不例の折板、かつて宮中で、

「通貨金融の話」をご進講した時にはからずも陛下

のお人柄にふれて感激したこと。意外に下情に通じ

ていらして驚いたことなど、ロータリアンの関心事

から巧みに話し始め、本題の（自分はなぜ鴎外に惹

かれたか）そのポイントを三つあげました。
一つは、軍医として最高位の陸軍中将まで昇った

彼が、多忙な中にあれだけの量の珠玉の作品を書い

た努力。しかも鴎外全集駕巻の内、軍事医学関係は

7巻だけで、あと31巻は文学関係であること。
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ロータリアン日記　〇月〇日

ある土曜日、県内各地の同僚が酒田に研修で集

まった折、親睦を深める事もあり一泊で開催され

誓　ました。翌日、朝食後解散になっていましたので

呂　遠隔地からの者は帰路へ、地元の数名は「用事も

誓　無いし、何かしようか。」という話になりました。

「釣り」「麻箆」「ゴルフ」「ボウリング」等色

空　色出ましたが中々まとまらない。そんな時、積極

呂　的人間の二言簡雀をしよう〝」その者がその
〕

0

二つ目は、軍人という名のサラリーマンが一時、

東京等医学校長まで出世しながら、上官の嫉妬から

九州小倉の師団に左遷されたが、当時の手紙を見る

とU以タいこもクヨクヨと悩み、或は怒り狂い、ドロ

ドロと払な素顔を見せる。そこに彼とて鉄人でも超

人でもなし

来た。

子であると親近感を抱くことが出

三っ目は、秀才なるが故に噸風満帆ではない。ひ

どい目にあったが、いつかは自分の理想が遷せられ

る日の来る事を信じ、諦めの哲学を身につけ立ち直

ったこと。彼自身決して軍人と文学者と二足のワラ

ジをはいたのではなく、軍医は軍医として、陸軍か

ら脚気を追放したり、当時流行したチブスの予防注

射を一早く全軍に実施して、疫病を防止したり、そ

の功績はすでにあきらかである。

プロイセン、つまりドイツ帝国の軍制の研究が元

帥・山県有朋に認められ、一一億陸軍軍医総監までな

るのであるが、決して職場に文筆を持ち込む事はな

かった。クタクタに疲れて帰ってきても、夜2時迄

ペンを握っていたとの事。その間、アンデルセンの

博口興詩人」と小泉信三の話あり、サンスクリット

語から印度哲学を学んだ話あり、普仏戦争クラウゼ

ビッツの戦いの話あり、ドイツ女性エリーゼとの悲
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場でTEL。朝9時にもかかわらず行き付けの雀　§

荘と交渉結果・二皐が囲まれる事となりました0　呂

牌を握りながら「何故日曜日の朝から大人8人が　賀
…もっと他にやる事はないのか。付き合いだから

しょうがないか」　諦めと惰性に流された感じで

いる時「ロン〝」。負けた分を支払い帰路につい

た時、これも親睦の一つかと考えた一日でした。

ロータリーの「親睦を深める」と云う事を今一

度勉強してみようと思います。

富田直治



恋物語あり、ヴィセクスアリスの話あり、興味津々。

吉野ガバナーは情熱をこめてそれらを話されました。

思うに、吉野ガバナーがこれほどまでに鴎外に共

鳴したのは、彼自身が日銀という堅い役所の中で、

いかに苦労して仕事と文筆を両立させようとしたか。

その悩みの相似性がピッタリとオーバーラップされ

て感じられました。

人生は磋鉄にあって「人前にきたえられる。苦し

みに打ち勝って開き直った精神が陸路を打開する。

酔生夢死して徒らに時を過す勿れ。今現在に全力を

注げ、と鴎外の人生訓をもって締めくくりましたが、

先生の鴎外研究が1時間にダイジェストされたよう

な、聞きごたえのある良いお話しでした。聴衆を魅

了する話術のうまさも、さすが日本を代表する第一

級の文化人だと患った次第です。

○今月5日の日にJTB、つまり日本交通公社さん

が湯野浜海岸の清掃奉仕をしたとの新聞記事を見

ました。一つの企業で社会奉仕活動を行うのは大

変な事で、会員である松沢君の経営姿勢呵司われ

て、すがすがしい気分にさせられました。

〔幹事報告＿＿〕
若生恒吉著

○例会変更のお知らせ

・酒田R．C　夜間例会となります

日　時　10月26日　午後6時30分点鐘

場　所　浜　　銀

登録料　　3，000円

（会員スピーチ）

・酒田中央R．C　紅葉会例会となります

日　時　10月28日　午後6時30分点鐘

場　所　温海グランドホテル

登録料　10，On0円

○天皇陛下ご病状について、ガバナー会及び253地

区吉田ガバナー名により

○クラブ例会

予定通り開催．クラブ独断により無断例

会取止めはしないこと。

万一の場合は国葬としての日取りも発表される

ようでありますが、その節は公式の休日として

取扱うよう願います。

また、例会その他の場合もご快癒祈念の時間も

取り入れるよう願います。

日本ロータリーとしての公式記帳については先

般、千理事が日本ロータリアンを代表して記帳

を終えられています。ご参考まで。

○会報到着　山形R．C、山形西R．C（回覧）

○鶴岡市社会福祉協議会より、第13期ボランティア

スクールの受講申込（回覧）

○来年5月、ソウル国際大会について、海外のロー

タリアンが日本に滞在したい方が多いので、海外

ロータリアンのホームステイを募っております。

ホームステイ希望者は事務局まで来月中。

○新ポールハリス　フェロー

佐藤頓治君、高田耕助君が表彰されました。

防災設備（日動火災報知設備）

只今、ご紹介頂きました

㈱三立の阿部貢と申します。

もう早いもので入会して3

ケ月たちました。例会のほ

かに二桁会、四クラブ合同

親睦例会、庄内分区LG．F

無我夢中であっという間に

終りました。やることなす

こと全てが始めて、色々勉

強になりました。

阿　部　　　　貢　君

さて今日は、仕事がら防災設備（日動火災報知設

備）についてお話ししたいと思います。

今までの防災設備は、一般的に消防法で規制され

ているから、それを設置しないと建物の確認申請が

おりないので、承がなく設置したという感じが多か

ったと思います。

しかし現荏は、防災設備に対する認識が非常に高

まり、ホテル・旅館につきましては、丸適マークを

もらっていないと泊らない、旅行会社も使用しない

といった感じです。（但し、丸適マークは建物の大

）



ききで該当しないものもあります。）

又、維持管理をしっかりしませんと、ホテルニュ
ージャパン、蔵王温泉．東寿在の火災のように大惨

事となり、皆さんがご存じのように裁判で、経営者

及び防火管理者が実刑を受けているのが実態です。

ですから今後は、消防法の改正による消防署の指導

その他の指摘事項につきましては、適切な処置を取

っていただきたいと思います。

いずれにしましても、火災をおこしてしまいます

と、社会的信岡を失います。建物は火災保険で建て

直すことができますが、万が一、人命を失うことが

あればたいへんなことです。又、建物ができるまで

の間にお客様が減ったりすることも考えられます。

一度失った信用をとりもどすのは並大抵なことでは

ないと思います。

逆に、法的に最低限度で設置するのではなく、建

物内部にある設備等の不可価値とのかね合いを考え

ていただきたいと思います。

例えば、事務室に2，000万円のオフコンを設置し

てある場合、消防法では熱感知器（部屋の温度差で

火災を発見する感知器ですが）これでは、オフコン

が炎につつまれた状態でないと感知しない。万が一

初期消火に失敗しますと、大火災になる可能性があ

ります。しかし、もっと感度の良い煙感知器を設置

しておけば、煙が出た時点で火災を発見でき、初期

消火も簡単に出来ると思われます。又、オフコン自

体も守ることができると思われます。

消火器具についても、普通の消火器ではオフコン

をこわしてしまう可能性が大ですが、ハロン消火器

を使用すれば、オフコンに与える影響はほとんどな

く、それではこのことを金額的な面から考えてみま

すと、熱感知器が3，700円、煙感知器が22，000円、

粉末消火器が14，000円、ハロン消火器が33，000円

差し引き37，300円、1000〝22の建物で防災設備に投

じた設備費か約250万円としますと、1％概換算で、

40，000円投じていただければ、2，000万円のオフコ

ンから火災が発生したとしても、かなり高い確率で

初期消火によって守ることが出来ると思います。こ

のことは、ほんの一例ですが、皆様も建物内部の不

可価値を色々の点から考えていただき、それにみあ

った防災設備等を設備していただきたいと思います。

今後の防災設備は、アナログセンサー（常に、温

度変化、煙の濃度変化をとらえ、任意の値を設定す

れば、それをコンピューター内蔵の受信機（監視盤）

によって管理することが出来ます。

例えば、部屋の煙（ほこり）の濃度がこくなった

ら自動的に換気し、温度が上ったら冷暖房設備と連

動して温度調整を自動的に行って、消エネをする。

工場であれば火災の場合、生産ラインを止めたり、

すべてコンピュータによる制御が可能になります。

又、電路につきましても非常に本数が少なく、省線

型として既存改修工事にも適しています。いずれに

しても、今後はコンピュータ制御によるビル管理シ

ステム、防災システム、工場等の場合は生産管理シ

ステムを含め、総合的な管理システムの時代に突入

していくと思われます。

最後に、現在ロータリアンの皆様と間接的、直接

的に我社と取り引きいただいてる方がたくさんいら

っしゃいます。この場をお借りして心からお礼申し

上げます。

（委員会報告）

（親睦活動委員会）
石川寿男君

去る12日に行われました、クラブの釣大会の入賞

者を発表し、賞品を贈呈致します。

1位　佐　藤　元　信　君

2　位　阿 司　朗　君

尚、小松さんより特別に参加賞が寄贈されました

ので、参加なきった方々に差し上げました。

会員の参加申し込みは、当初17名でしたが、当日

になって、体の不調と仕事上の都合で5名の方が不

参加となり、参加者は12名でした。

又、故嶺岸さんの奥様の嶺岸豊子様が特別参加な

されて、当日の参加者で使って下さるようにと金一

封頂戴致しましたので、現地のドライブインオーマ

で懇親会を行い、消費させていただきました。板
　
鈴
　
荘

蘇
　
垣
　
木
　
司



庄内分区

陛下のご容休と台風24号の速報を気にしながら、

10月9日．鶴岡市の誇る新装なったマリカ西館大ホ

ールで、鶴岡クラブがホストとなり庄内分区11クラ

ブが集い、Ⅰ．G．Fを開催した。

斎藤利世バストガバナーをフォーラムリーダーに

お迎えし、斎藤第六鶴岡市長を来賓に仰ぎ、約190

名の出席を戴き、A．Bのテーマ別に真剣に、熱心

に討議が行われた。

コミュニケーションの強化、マンネリの防止はそ

のままクラブの活性化につながる事であり、このフ

ォーラムを開催するについて与えられたテーマに沿

う様次の諸点に留意した。

a．テーマを討議するのに時間切れになる事も多

いので、今回は会場の設営に若千時間をとら

れても、午前・午後を通じて2会場に分け、

同一テーマを充分話し合って戴いた。

b．本来会場に全部お任せすれば、何もクラブ員

の労力奉仕は不必要なのだが、汗して机椅子

の配置替えを行い、協力・共感・コミュニケ

ーションの強化を計った。

C．鶴岡では奥様がロータリーの表舞台に出るチ

地　区　大

010月15日地区大会第1日日　会長・幹事会が9

時50分より、パレスいわやにおいて開かれました。

会場は、立食パーティなら4，000人も入るという

豪華な式場で、グレ二一・キンロスR．Ⅰ会長代理

の挨拶、続いて決議案の採決がありました。昼食

後、バスで本会議場のいわき明星大学へ移動。12

時30分頃着いた庄内4クラブのロータリアンと合

流しました。

○本大会の登録者数　地区内1，416名、地区外24名、

交換学生やローターアクト、奥様方164名、合計

1，600名程が参加した訳です。

会場となった明星大学は、とにかく広大で、本会

l．G．F　報告

庄内分区代理　新　穂　光一郎　君

ヤンスが比較的少ない事もあり、コミュニケ

ーションも薄いとあって、今回は奥様方から

協力を戴き和やかで格調の高い懇親会であっ

たと自画自賛している。

d．昼の弁当も通常は外部から取り寄せる事が多

いが、今回は少々割高になっても皆様に暖か

い食事を提供出来る様に、ビルの中の食堂に

依頼した。

LG．Fも6回目ともなると、何かとモデレータ

ー・アドバイザーの人選にも苦労したが、幸いにも

最適な人事を得て、Aテーマの本間儀左衛門・佐藤

勤、Bテーマの高橋省吾・池田好雄4氏の好リード

があって、スムースにテンポ良く時間を余す事もな

く進行して戴いた器量と能力があればこそであり、

4氏に対しては深く感謝の意を表したい。

最後に、この様なプロジェクトがあると、どこに

隠れていたのか分からない個人の潜在能力が引き出

されるが、今回もそれを充分感じさせてくれた鶴岡

クラブの諸兄にもお礼申し上げたいし、逆に、この

フォーラムを開催した事で、たくさん置き土産もあ

った事を忘れてはならないだろう。

会　報　告

市　川　輝　雄　君

議場の講堂から休憩場と友愛の家のある体育館ま

では、かなり歩かねばならない不便さもあります。

人間が小さく見える講堂には脱帽しました。音響

効果もすぼらしく、「君が代」を斉唱した時、そ

の荘重な重低音が胸にジーンと響いて、よい感じ

だったことが印象に残ります。

－づ盛りのセレモニーのあと、新ガバナーノミニー

の紹介があり、郡山東R．Cの佐久間有寿氏の挨拶

がありました。

14時50分閉会点鐘がなり、続いて先程紹介しまし

た吉野俊彦氏の記念講演があり、16時に終了しま

した。



016日本会議第2日日　秋晴れの好天気。平駅前

のホテルサンルートからバスで明星大学へ。

9時35分よりシンポジウム「国際親善への道～

青少年を中心として」が開かれました。司会が

松永バストガバナー、パネラーが地区国際青少年

交換委員会．須田秀幸氏、国際親善活動小委員長

・飯田一成氏、財団奨学会学友小委員長．阿久津

肇氏、米山奨学会委員長∴篠原守信氏、財団学友

．鈴木美恵子さんで開かれました。時間不足で充

分な話を聞くことが出来ませんでしたが、次の様

な話が出ました。

①　財団奨学生は今まで約3．000人を出していて、

すでに39億円を投資しているとの事。そして今

年度は94名が出ているそうです。選考に当って

は、どうしても語学力中心になるが、将来共国

際親善を果すことの出来る人を望みたいのだが、

その兼ねあいが難しい。又、財団奨学生制度を

知るのは、大学や知人を通して知る場合が多い

が、クラブを通したのは今年度一名だけで、ロ

ータリーとして、もっと広報活動が必要である。

㊥　地区国際青少年交換については1965年、鶴岡

クラブが最初2年続けて出したのがきっかけで、

あの頃の模索期から成長期を経、現在安定期に

入って、7～8名づつ出している。大人になり

指導的立場になった時、人生に、或は社会に大

きな影響を及ぼす事を考え、帰ってきたあとの

フォローを大事にしてゆきたい。

④　米山奨学生については、米山梅吉の遺志を継

いで・21年前から財団となった訳だが、その運

営はロータリーと一体である。この留学生は、ロ

ータリークラブのある国からに限られているが、こ

れからは、以前ロータリーがあった国（例えば

中国等）にも拡大される。当地区への割当は毎

年3名で、現在6名がその恩恵を受けている。

留学生の80％は台湾・韓国だが、今は韓国の方

が多い。今後は東南アジアからの受入れが多く

なる見込みである。寄附金の内容は、特別寄附

が7で、普通寄附が3だが、当地区は6対3で

である。昨年度日本で約10億円の寄附があった。

④　財団学友の鈴木美恵子さんは、奨学生となっ

た理由について、

・他にも奨学生制度はいろいろあるが、ロータ

リーの場合、推せんするクラブが身近にある

事。

・カウンセラーがいるし、ホストファミリーが

ある。外国で多くの人々に支えられて、しか

も親善大使として自覚し行動する事が出来た。

などの話がありました。

シンポジウムが終りますと、RI会長代理グレ二

一・キンロス氏の現況報告、記念品贈呈、表彰が

延々と続き、最後に参加クラブの紹介があり、同

時に各クラブの会長が登壇して、会長代理並びに

ガバナーと握手を交したのが変っていました。

グレ二一・キンロスR．Ⅰ会長代理の現況報告に少

しふれて、この地区大会報告を終ります。

068年前は会員数57，000名だったが、現在は161

ヶ国23，000クラブ、100万名に成長した。昨年度

新しく認証した711クラブの内、3分の1の211

クラブはアジア地区である。

地区分割については「今後、認証予定のクラブを

含め、将来3年後に40クラブ以上のクラブを有す

る地区」ということになったとの事です。現荏当

地区は福島県52クラブ、山形県翁クラブでありま

す。

○ロータリー婦人については、現在7，700名の婦人

ロータリアンがいて、毎週150名の割合で増加し

つつある。しかし、世界全般にわたる婦人入会問

題については結論が出ていず、シンガポールで開

催される1989年度規定審議会において、もし通過

すれば、会員に関する諸規定の変更にまで及びま

すので、この規定審議会は、ロータリー歴史上、

最重要なものになることが予想される。また、ア

メリカに於いても大反論が出そうである、との事

です。

○終りに、ウィリアム・ジェームスというアメリカ

の作家の言葉を借り、tt人生の最高の生きがいは

最後まで残るものに人生を使うことである”－

それが人生（活力）をロータリーに、あなたの人

生（活力）を！－ということになったゆえんで

あり、失望という言葉はみなさんの辞書にはない

のだと結んでいました。

以上、大要のみ述べて報告に代えさせて頂きます。
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斎藤　昭君　　釣大会に初めて参加し、初めての

釣りを経験しました。魚も釣れて

楽しい一日を過ごしました。

上野三郎君　　昨日商工会議所の会頭に再選きれ

ました。

佐藤　忠君　　湯の浜カントリークラブ10月月例

大会で、シニアの部で準優勝しま

した。

庄司嘉男君　　昨日の臨時総会で専務に再選され

ました。

山口篤之助君　　釣大会に欠席しましたが、会費が

返ってきました。

藤川享胤君　　年次大会のゴルフ大会で、15位大

会賞を受賞しました。

富田直治君　　第2回フォーラムの報告が、第3

回の報告より遅くなりましたが、

やっとできました。

一一雌花等CORⅣgR
塗料・工業薬品・他

（株）石川化学商会

代表取締役　石　川　一　男

本店　　鶴岡市大東町22－12
TEL　22－3134

支店　　鶴岡市中央産業通り2丁目
TEL　22－2923

迅’815…50ⅣTT㊦

あなたのメッセージをカードにのせて

デザインテレホンカード

お店のPR・名刺・こ結婚・こ誕生
各種記念に……＝・。

お問い合わせは

1＼

NTT鶴岡電報電話局
（0235）23－0315

し旦＿＿ジタて≒⊃

余目R．C　　佐藤孝二郎君

鶴岡西RC　　帯谷義雄君

鶴岡東R．C　　阿部興二君

11月1日のプログラム予定

・会員スピーチ　　荒井宏明君

／．

K

カット　石井敬三君

○○ご家族の幸せのために0あなたの明日の充実に

MSS人Y　　　　今、時代は生活保険へ

日本生命保険相互会社
支部長　富　田　直　治

鶴岡市山王町l
TEL：（0235

憬：（0235

昏弓道一　一
☆カラー写真現像・焼付総合ラボ（現像所） 

婚礼写真・記念集合写真・スナップ写真・学校アルバム 
☆カメラ・アルバム・写真用品・映像機器卸販売 
☆カラープリント現像機販売 

株式会社　フジカラー庄内
代表取締役　板　垣　俊　次
鶴岡市大字苗津字大東3－4　ⅧL O235－22－1133

ポリオプラスを成功させよう 世界社会奉仕委員会－

ポリオプラス募金にご協力ありがとうございました。
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（会長報告）
市川輝雄君

○去る18日午後4時より「1主よし」に於て第2回ク

ラブ協議会が開催されました。予定時間尊大巾に

延長するほど熱心に御協議頂きまして、

穫を得る事が出来ましたことを感謝申

この年度もすでに四半期を経過しまし

ら3ケ月毎の経過報告を義務付けられ

で、各委員会の活動状況について早速報告数しま

した。どの委員会も噸調な滑り出しをみせていて、

これからの三ケ月が最も期待されるものとなりそ

うです。

以下、簡単に各委員会の成果を申し生げま

S．A．A……気くぼりがゆき届いて、例会I

鮮な感じを与えてくれました。

出　席……便利表の作製、今月に入って90％台

の日も記録しています。

会　報……クラブの顔たらんとし確実な発行、

フォーラム記録の努力に頭がさがります。

斬新な編集、ロータリアン日記、評判よく

家庭で読まれています。

親　睦……4クラブ合同例会、磯釣大会の成功、

人柄がスマイルを増やしています。

調に進行、今後記事の紹介なども。

人柄の審査が一番難かしい。速やか

て増強に協力したい。

プログラム…‥・年間クラブ行事18回、外部スピー

カー16回、内部スピーカー16回、今後更に充

実。

ロータリー情報……各奉仕部間とよく協力して精

力的にフォーラムをこなした。ファイヤーサ

イドは2月頃実施。

職業奉仕……近く優秀な技能者の表彰を実施。職

場見学は春先に企画。フォーラム終了。

社会奉仕‥＝‥老人間題にメスを入れたい。地域へ

の提言企画。フォーラム終了。

国際奉仕……来月クラブフォーラム、テーマを絞

ってやりたい。5月のソウル大会に7名位参

加予定。交換学生斉藤さゆりさんの派遣。

ロータリー財団・…・・メモリアル　コントリビュー

呂　ロータリアン日記　〇月〇日
0

ブー…切替え実施のベルを押す。本部と切替え
の現場とは離れているが、各班の動きが手にとる

ように浮かぶ。『C400班切替え完了』『C82班

切替え完了』『水沢班切替え完了』…次々と各班
からの報告が入ってくる。熱気が本部の中に充満
してくる。直ちに試験開始の指令を発出する。…
この2月から準備を進めてきたD70（デジタル

式交換機）への切替えは、局番22．23．24．25．

29のお客様約3万の切替え工事であり、全国的に

みても、かなり大規模な方である。途中には色々

0

とトラブルもあったが、切替えの日を迎え、無事冒

終了した。職員の労苦に感謝したい。

当局も今回のD70の導入により、TSDN（総

合デジタル通信網）へのステップを大きく踏み出

した。より便利で、より安く、より豊富な多彩な

サービス提供への布石の一つはできた。

『ご苦労さん、乾杯』…食堂に集った関係者約

100名。職員の表情は生き生きと輝いている。こ

の時のジュースは何と旨かったことか〝

時計は、午前3時半を過ぎていた。

田中錦造



ターの活用、3n周年記念に準フェロー推進

中。

米山奨学会……2名申請中。

姉妹クラブ……30周年に台中港区より30名出席

の連絡あり。鹿児島西にも12月メークして

話をしたい。

青少年……ライラ研修、フォーラム、英語弁論

大会終了。

ローターアクト……ローターアクト再編成に一

歩前進。

以上が当日出席された委員会の四半期の業績であ

ります。

022日の夜、第一ホテル鶴岡で開かれた青年会議所

主催のパネルディスカッションに行ってきました。

《身近な国際化を考える》というテーマでしたが、

4名のパネラーがいづれも特色のある方で（内3

名は女性）、非常に興味深く拝聴してきました。

コーディネィターとなった加藤有倫氏の誘導よろ

しきを得て、会場内と活発な意見の交換があり、

青年達の国際感覚が進んでいるのに、大いに頼も

しく感じてきました。

詩人萩原朔太郎が「フランスに行きたしと思えど

も　フランスはあまりに遺し」と嘆いた一昔前は

船で1ケ月もかかったのが、今は僅か1日でパリ

の土を踏むことが出来るのですから、外国という

のは遠い国ではなく隣り町なのだと、距離感覚か

ら改めてゆかねばなりません。

私が鶴岡の駅頭で始めて外国人を見たのは、紀元

2600年奉祝のため来日したヒットラ・ユーゲント

（ドイツ青年団）のさっそうたる姿でした。そし

（会員スピーチ〕

老

会員の皆さん、御無沙汰をいたしました。

本日はプログラム委員にスピーチの御命令を受け

ましたので、やむをえず出席して参りました。

今日のスピーチは「老害」という題です。

最近は流通革命が進んで参りまして、あらゆる企

て今、ディスカッションのパネラーになったのは

同じ西ドイツ出身でも、羽黒山研究のため羽黒町

に長期滞在している妙齢の女性であります。

外人というと生理的に拒否反応を起し勝ちなのは、

島国に育った我々の欠点であります。もっと心を

開いて国際交流を図らねばと思った次第でありま

す。

○張紹淵君より病気入院のため、来月→杯の賜暇願

いが出ております。12月には元気な姿が見られる

〔‾幹事報亘つ　若生恒吉署

○東北電力㈱より、目で見る東北電力到着、回覧中。

○相生R．Cより、ロータリー名言カレンダーの注文

書到着、回覧中。必要な方は事務局まで。

OR．Ⅰ事務局より、1989年規定審議会の審議に付さ

れる制定案要旨到着。事務局にて閲覧して下さい。

〇第253地区年次大会事務局より、年次大会参加の

御礼状到着。

○会報到着　　酒田中央R．C

O例会変更のお知らせ

・立川R．C　10月10日（木）の例会を

日　時　10月10日　午後6時点鐘

場　所　月の沢温泉　北月山荘

登録料　　4，500円

○鶴岡市社会福祉協議会より、88ボランティアを考

える市民のつどい「どうするこのまち鶴岡」のシ

ンポジウムが11月6日9時30分より開催されま

すので、参加希望者は直接市社会福祉協議会へ申

し込んで下さい。

害

黒　谷　正　夫　君

業に影響を及ぼしております。昨年迄優秀企業が翌

年にはジリ貧企業になってしまい、対応に苦慮して

おるのが現状であります。時代の変遷が激しく、大

部分の老齢者ではついていけない時代でもあります。

私どもは、数多くの企業にお世話になって参りま



して、その変遷を拝見して

参りましたが、世代交代し

て業績が回復する企業があ

る一万、老経営者が余計な

事をして、無駄な税金を出

したり、時代に対応した手

が打てなくて事業の足をひ

っぼっている例に数多く接

しております。

私も何時のまにか老齢化して参りましたせいか、

わがままが強くなり、ロータリークラブの食事につ

いてゆけなくなって、ついに長期欠席するようにな

りました。

従って私は、ロータリークラブに老害をかけてい

る事になっていることを、スゴク反省をしていると

ころであります。

ここでロータリークラブとはどうしたものか私見

述べさせていただきます。

クラブについて辞書を見ますと、戎本には「共通

の目的のため一定の人々の結ぶ会」と書いてありま

すし、他の本では「娯楽レクリェーションなどを目

的として結成される人為的社会集団」と述べてあり

ます。

私は、前者を仮にロータリー派、後者をクラブ派

と名づけておりますが、私はクラブ派で共に楽しむ

会と考えております。其会に目的をつけたのがロー

タリークラブであり、クラブである以上、第－の目

的は、気楽に皆さんと「緒に楽しめる事が一番大切

であると思います。

特に私共のクラブは昼食会でありますので、昼食

はクラブ存続のキイポイントであり、不満をこらえ

ての昼食会は会存続の意味がないものと考えます。

私は食事に関しては常へいぜい非常に粗末なもの

で、昼は冷飯に振り掛けをかけた程度の物であった

り、大宝軒の250円のラーメンであったり、三井さ

んの300円くらいの弁当であったりしますが、会の

食事よりは満足感があります。

男は食事に文句は言わぬものとして教育を受けて

来ましたが、お金を出して食べる時は選択権があり

ます。

私どもは100円の駐車料と100円の会場費と900

円の食事代を払っているのですから、それなりに当

局から考えて頂きたい。

此問題は商工会議所もS．A．Aも皆さんも、真剣

に考える時期にきているものと思います。

ここまで述べてきましたが、皆さんには不満はあ

りませんか。

私は今、「会員の会場」を何年か置きに交代する

ことにしてはどうかの提案をして、スピーチを終わ

ります。

この提案も老害のひとつとして御了承下さい。

〔ス　マ　イ　ル）

中野清吾君　鶴岡南給油所がオープンしました。

よろしくご支援下さい。

日向一男君　　NTTの販売取次店として10月23

日、表彰されました。

阿部与十郎君　　この度、山形県高令者雇用促進大

会出席の折、私共で60才以上10名

（現在は15名）雇用していたとい

うことで、労働大臣の表彰を受け

ました。

佐々木詰彦君　　日本海デザイン展の審査員と基調

購演の佐々木泰は5番目の兄弟で

「身近な国際化を考える」のパネ

ラーの「人が妹であります。ご報

告を兼ねて。



杉沢保吉君　　明日の10月26日が「原子力の日」

となっております。正しい目、耳

で原子力発電所についてのご理解

を賜わりたい。

石川寿男君　　私が会長をしている荘内銀行北支

店のつり大会で4位と、その会の

年中行事がすべて終了致しました。

（ピ　ジ　タ　二」

鶴岡西R．C　　石　黒　慶　一君

〝　　　　児　玉　光　弥君

〟　　　　瀬　尾　助三郎君

〝　　　　佐　藤　修　弥君

鶴岡東R．C　　菅　原　常　彦君

立川R．C　　滝　　　禅　振君

11月8日のプログラム予定

○ゲストスピーチ

建設省東北地方建設局月山ダム工事事務所

所長　尾　作　悦　男氏

一二一弓玩

ー「ロータリーの友」10月号より抜粋≠

タ　バ　コ

タバコは南米土人の宗教的儀式の際の香料だった

のが、医薬品やし好品となり、煙を吸って鼻や口か

ら出すようになったらしい。タバコなる名称は、土

人の喫煙具であるY字型のトバコが源語で、その葉

を呼ぶようになっ／たという。中国では煙花、煙火、

煙草などの呼び名とともに返魂香なる名があり、一

服鬱気を去り眠気を覚ます不思議な効能として名づ

けられていた。

1492年、コロンブスの新大陸発見から、アメリカ

インディアンの喫煙風習がヨーロッパに伝来され、

日本へは、1543年のポルトガル人を乗せた中国船が

種子島に漂着したとき、あるいは1549年スペインの

宣教師フランシスコ・ザビェルが鹿児島に上陸した

とき、伝来されたといわれている。

葉タバコの栽培は、1605（慶長10）年、はじめて

長崎の桜の馬場に植えられたという記録がある。

天正年間（1573～1591）し好品として普及しはじ

め、秀吉も最初は愛用したが、キリシタン伝導の媒

体とみて禁止令を出したものの一向やむ様子なく、

徳川時代になっても再三禁止令が出された。当時の

記録では、南蛮渡来の万能薬と信じ悶絶するほど吸

った病人がいた、と笑うにも笑えない話があるが、

主に火災や浪費の恐れある無用のもの、また栽培に

よって年貢米が減ることを恐れての禁止だった。

この頃は刻みタバコで煙管喫煙だったが、明治2

年紙巻が作られ始め、明治10年頃には定着した。輸

入紙巻タバコだけでも1600種に上り、さらに東京の

岩谷商会の金・銀・黒・赤の、いわゆる天狗タバコ

と京都の村井商会のヒーロー、サンライズの口付タ

バコが競合した。

専売制は日清戦争後の財源として明治31年に葉タ

バコ、37年にタバコ製造販売の完全専売制が実施さ

れ、最近まで継続されたのはご存知の通りである。

バ　ナ　ナ

バナナの原産地はインド南方の島とされるが、マ

レー半島に種入りの原種に近い野性バナナがある。

ギネア湾一帯ではバネマ、バネナ、パナマ、バナ

などと呼ばれ、ポルトガル人によってヨーロッパへ

バナナとして伝えられたといわれる。

バナナは、主成分が炭水化物で、果実性糖分のた

め体内で効率よくェネルギ一に変わり、蚤白質、ビ

タミン、ミネラルなどバランスよく高血圧の大敵ナ

トリウムや脂肪分が少なく、さらに貧血予防の良質

の鉄分、ストレス解消に効果あるカリウムを含んで

おり、消化吸収がよく胃弱の人から老人・幼児にま

で最適の栄養源となり、高血圧、糖尿病のみならず

肥満に悩む女性の健康にも効果的である。食べ方は

そのまま食べるはか、ゼリー、コーンフレーク、サ

ンドイッチ、バナナフラッペ、バナナパフ享など。



・j亘報こき一
市川輝雑書

○晩秋の庄内の山野は絵のように彩づいて、年中で

最も美しい季節ですが、時に西高東低の気圧酉

は風雨を呼んで、忽ちアラレを降らせた

12年前の10月29日も強力な北風の季節

繁華街をまたたく間に焼土と化しまし

奇しくも同じ日、29日にホテルサンル

おいて村上ガバナーノミニー事務所の開設祝

が行われ出席して参りました。吉田

志藤、石黒バストガバナー、佐久間ガ

ニー、地区役員、次期役員、分

など参集し、これから船出する

福しました。

○本日開かれました第5回クラブ理事会に

報告致します。

①クラブ細則第4条第1節により、年次総会

11月最終例会の11月29日行うことに致します。

当日はゲストスピーチがありますので早目に始

めて、1時20分より総会に切り替えたいと思い

0
0

0
0

O
G⊂〉

ロータリアン日記　〇月〇日
姿　　　勢

入会させていただいて間もない頃、事務局から
顔写真を一枚出すように依頼がありました。

手元に適当な写真もなく写真館で撮ることにし
ました。写真館で撮るなど久し鮎りのこととて、

髪を整え襟を正してきちんと椅子に座り写真機に
向いました。愕然としたのはそれからでした。

写真屋さんは、私の身体が少し傾いているとい
うのです。自分では頁幻ぐのつもりが傾いている
とのことなので、本当にびっくりしました。とに

かく　汀1分としては身体を傾けて」写頁を撮り終
りました。

ます。

㊤　張紹淵君よりの賜暇願を理事会で了承しまし

た。

1月3日の例会を、正月三ケ日につき休

姦事に決定しました。

027日、三業撤三十周年実行委員長と酒井忠明氏を

訪問、記念事業となる南洲の敬天愛人碑の計画に

報告、今後のご協力についてお願いして参

快くお引きうけ下され、碑文となる家

1の真筆を見せて頂きましたが、さすが墨

痕りんり′として誠にすぼらしいものでした。

○翌28日夜、親睦グループ二桁会に飛び入り参加し

てきました。特別ゲストとして元会員の菅鍵氏が

出席されると聞いたからです。菅氏の祖父菅実秀

はご存知のように、その昔、庄内藩中老として幕

末、戊申戦争、廃藩置県の激動期を藩の先頭に立

って切り抜けてきた大立者で、生々しい歴史の舞

台裏と西郷隆盛との出会いなど、数々のエピソー

ドを聞くことができました。特に世上に流布され

ている南洲言行録の大半は、管実秀が鹿児島で或

0

帰り道、今の話は身休の姿勢のことだったが、9

自分の生き方とか仕事のやり方に「傾き」がない呂
のかとつくづく考え込んでしまい、哲子の「日に呂

三たび吾が身を省る」という言葉を改めてかみし

めた次第でした。

さて、身体のことにもどりますが、その後仙台

に行った際、友人の紹介で一種の整体術師に行き

ました。そうしたら身体が腰の骨から少し横に傾
いているとのことで－t治療”してくれました。

しかし、本当に身体が車重ぐになったのでしょ

うか、会員各位の診断を願いたいものです。

富　田利信
0
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は東京で長期間起居を共にした時見聞した記録「西

郷南洲遺訓」が元になっています。西南の役で威名

を蒙り城山自刃以后、大人物の遺徳がこのまま野に

埋もれるのは忍び難いと「西郷南洲遺訓」をあらわ

し、手わけして全国の有力者に配布、私財を投じて

人間．西郷南洲の顕彰につとめたのであります。

人は葬られて始めて真価がわかると申します。しか

し、その人となりに傾倒した庄内の人達がこれをま

とめなかったならば今、国民的英雄と慕われる南洲

の人物像はもっと巾狭いものとなっていた事でしょ

う。

南洲遺訓のなかでも、このたび三十周年記念事業で

建てられる碑文の「敬天愛人」は、その真骨頂をな

すものであります。

菅健氏もこの記念事業を大いに喜び、自分で出来る

ことならなんでも協力したいと云われました。

お陰様で逝く秋を惜しみつつ、二桁会の皆様と楽し

（会員スピーチ）

色　　い　ろ

日頃は、大変お世話にな

りまして誠に有難うござい

ます。

伝統ある鶴岡ロータリー

に入会させて頂きましてか

ら早9ケ月経過致しました。

これまでプログラム委員

長さんよりたびたび新入会

員スピーチの命をお受け致しておりましたが、その

都度都合がつかなくなってしまい、大変ご迷惑をか

けてしまいました。その後しばらくそのようなお話

がなかったものですから、これで気の重い「新入会

員スピーチ」は何とかあきらめて頂いたのかなぁと、

内心ホッとしておりましたところ、新プログラム委

員長さんの布施さんより、おもむろに声をかけられ

てしまい、とうとうつかまってしまいました。

どのようなお話をさせて項いたら良いのか思い悩

んでいる内に日が過ぎてしまい、原稿をつくらなく

い酒を酌む事の出来ましたのを感謝致します。企画

してくれた松山さん、日向さん、有難うございまし

（幹事報告）若生恒吉署

○例会変更のお知らせ

・酒田束R．C　11月10日をいも煮例会の為

日　時　11月10日（木）　6時点鐘

場　所　御園別館

登録料　　3，000円

・遊佐R．C l1月8日をいも煮例会の為

日　時　11月8円（火）6時30分点鐘

場　所　磯　兵　工

登録料　　3，000円

○ロータリーレート変更のお知らせ

11月1日より1ドル127円

○天童R．C30周年記念誌到着、回覧中

い　ろ

荒　井　宏　明　看

ては本日の会報担当者に申し訳ないし、さりとてど

のようなお話をさせて頂いたら良いのか一向に決断

ができませんでしたので、「参加することに意義が

ある」という大変便利なオリンピック精神の言葉を

自分自身に言い聴かせまして、本日は一年程前にお

聞きした、東洋大学教授野村噸一先生の色（カラー）

の嗜好、要するに子供から大人になるにつれて、ど

んな色を好むようになるのか、というお話をさせて

頂き、私の商売柄、最近の自動車のボディーカラー

の選ばれる傾向みたいなお話をさせて頂きたいと思

います。

○まず人間生まれて間もなくの新生児、生後2ケ月

～3ケ月で色彩識別の能力が、早芽生え始めるよ

うでございます。まだ物を見て覚えるまでにはな

らないようですが、それでも乳児は黄色（イエロ

ー）が、一番好きで続いて白、ピンク、赤、橙と

いう噸序で好むようでございます。母親は、つと

めてそのような明るい暖色系を、着て見せてやる



ことが大切のようです。乳児は、緑、青、紫など

の寒色系を嫌い、黒になると極度に嫌うようであ

ります。従いまして、昼間は暗い部屋で育てては

良い子に育たないと言われております。赤ちゃん

をお持ちの方、或はこれから新たに頑張ろうとす

る気力のあるロータリアンの方は、特に留意して

頂きたい事項だと思います。

02才から3才にかけては、子供はすべての影響を

無批判に吸収するようです。特に両親の言動は強

く影響し、夫婦喧嘩もたえない状況では、粗暴な

性質につくられるようです。「三つ子の魂百まで

も」という諺は、3才までが大切だということを

教えているのでしょう。昔を思い出しますと、私

にとってハッと反省させられる内容でございます。

○さて、色の嗜好でございますが、中学校3年生位

までは、この傾向即ち黄色や白が大好きのようで

あります。お手許にお配り致しました表を見て頂

きますと子供の色彩嗜好は暖色系が上位を占め、

成長するにつれ長波長の赤や橙の色相から短波長

の青や緑の色相へ移行し、色彩の嗜好の噸位は、

逆転するようでございます。

色の嗜好順位

013才から15才で体が大人になる時、色の好みにも

性差が現れまして男は青、女は赤を好むようです。

又、18才～21才位になりますと、若者が本当に好

きな色は、暗色、及びその生成色つまり黒とか灰

色、白のようであります。はち切れるような若い

エネルギーをもてあまして地味な色を着て中和さ

せていると言われています。

055才～80才では、」投に黒、灰色、濃い茶色など

渋い色の衣服を好むようになるみたいであります。

これは、多少語弊がありますが、保守的な人と人

目に見てもらいたいだけの理由のようです。本当

は、内心一番好きな色は、華美などンク色と判明

しているようでございます。色彩を楽しむことは、

人を若返させるだけでなく、幸福感に満たされま

す。逆に黒、灰色、濃い茶色は長生きさせない働

きがあるようですので、今後は充分ご配慮を頂き

たいと思います。

さて、私の商売のクルマに関しまして、そのボデ

ィーカラーの最近の傾向について若干お話させて頂

きたいと存じますが、以前にも同じようなお話があ

ったと思いますが、その傾向が益々顕著になってお

ります。と、申しますのは、これは乗用車でござい

ますが、従来「白」主体だったボディーカラーが、

着実に多様化の傾向を示しはじめております。これ

まで白以外をイメージカラー、又はメインカラーと

して打ち出した車が多かったのですが、実際には、

やはり白が圧倒的に高い評価を占めるというパター

ンが続いておりました。それが最近になりまして、

現実の販売比率の上でも白以外のカラーが急速に高

まってきております。白いボディーカラーは、もと

もと直線的なスタイルに向くと言われております。

乗用車のスタイリングは、1～2年ほど前まで長ら

く直線を基調とした鋭角的な形が主流になっており

ましたが、最近は曲線を主休とする曲面的なボディ

ーに大きく潮流が動いております。

お配りした資料にもありますように、今年の5月

にフルチェンジしたシルビアは、メインカラーに設

定したライムグリーンが25％、白が30％強となって

おり、セドリックも新型に切り替わったのを契機に

白の割合が30％強と、半数を大きく割り込んでおり

ます。しかし、そうは申しても、どの車種を見まし

ても、やはり主流は白にらがいはありません。が、

しかし、最近は特にカラーが似合うスタイルの車が

増えてきたということが言えるのではないかと感じ



ている次第でございます。これも、先程申し上げた

「色の嗜好」が、私達の気持のベールを一枚、一枚

はいできているのではないかと又、私達が建前でな

く本音の世界で生きたいという欲求の現れではない

かと思う次第です。

話はとびますが、島倉千代子の歌に「人生いろい

ろ」という歌がありますが、色気の色も勉強しない

S63．6月～9月　カラー別販売実績

と物事スムーズに運ばない面が他々ありますので、

草屋の仕事として車の色だけでなく夜の色気の色も

勉強したらと弊社の幹部に話している処です。

永々と駄弁を弄しましたが、お許しを願いたいと

存じます。

以上で終わりたいと思います。ご静聴ありがとう

ございました。
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⊂畢鼻会報亘＿〕

（世界社会奉仕委員会）
山口篤之助署

○ポリオ．プラスの募金の御協力について

・会報にCtMの11月の予定者

飯野準治君．黒谷正夫君．高橋良二君．

小池繁治君．佐々木話彦君．小松稔君．



斎藤昭君．風間真一君．清水二郎君です。

指定文字を使わず、活字でお願いします。

（国際奉仕委員会〕松田士郎署

01989年ソウル国際大会参加へのご案内

当クラブで大会開会式に合わせ参加するよう

JTBさんのご協力により計画致しました。

新潟からのフライトという事で費用も割安に、

又、楽しい観光も沢山取り入れてあります。大

勢の万々のご参加を心よりお願い致します。

日　時　5月19日（金）～5月22日（月）

3泊4日

費　用　約140，000円

（他に国際大会登録料85ドル）

（出席委員冬＿）

026年間皆出席　新　穂　光一郎君

10年間皆出席　藤　川　享　胤君

010月100％以上出席　　32名

175％…‥市川．新穂．高橋．若生

150％・・…張，石川（寿）．佐藤（昇）．松沢．

高田

125％…‥秋野（忠）．藤川．布施．秋野（昭）．

川上．毛呂．迎田．佐藤（噸）．

佐藤（元）．荘司．鈴木（弥）．佐々木

鈴木（肇）．斎藤（昭）．丹下．杉澤．

塚原．忠鉢．上野．碓氷．吉野．

日向．阿部（貢）

010月100％出席　　　　28名

阿蘇．阿部（与）．荒井．石井．石黒．板垣（俊）

板垣（広）疇飯野．風間儀三井（健）．松田（士）．

皆川．松山．中江．中沢．佐藤（忠）．佐藤（衛）

佐藤（友）．鈴木（善）．関原．斎藤（庄）．

笹原（信）．内山．山口．来海．御橋．富田（利）

（＿親睦活動委員会〕

011月会員誕生

藤川享胤君．富田利信君

鈴木善作君．佐々木嘉彦君

毛呂陸士君．斎藤庄治君

来海憲宣君．丹下誠四郎君

皆川光吉君．佐藤　　衛君

011月奥様誕生

飯野美和様．中沢典子様

富田洋子様．富田とし子様

来海智子様．丹下せい子様

（ス　マ　イ　ル）

新穂光一戎β君　息子の担当した高輪の教会がユニ

ークな構造の建物だという事で、

初めて建築の専門誌に紹介されま

した。

中沢　進君　11月1日は東京海上火災保険会社

が戦後の昭和23年に鶴岡で営業開

始してから、40周年になりました

ので。

市川嘩雄君　先日、芸術祭参加鶴岡合同短歌に

於いて、講師の選ぶ作品に推遺さ

れたので。

石川寿男君　　孫の第5小3年生の男の子が書道

展で、3年生の部で金賞を受賞し

たので。

松田士郎君　1989年5月19日～22日ソウル国

際大会へ多数のご参加をお願いし

⊂し＿㌢タ「つ

鶴岡西R．C　　加　藤　有　倫君

鶴岡東RC　　阿　部　興　二君

〝　　　　菅　原　常　彦君

温海R．C　　本　間　　実君

〝　　　　五十嵐　　　清君

11月15日のプログラム予定

・クラブフォーラム

国際奉仕部門



－「ロータリーの友」10月号より抜粋－

夫婦の法律問題

男女が夫婦の関係で結ばれるのは法的には婚姻届

だけである。では夫婦とはいかなる意味をもつのか。

（1）種族の保存を目的として終生の結合を約束した

男女で、（2）戸籍法の定めによって婚姻届をすること

で効力が生ずる。終生が前提で、一定期間だけ、と

いうのでは成立しない。婚姻届のない内縁関係にも

法的救済の範囲が拡大されつつあるが、相続権は認

められていない。

同居の義務、扶養の義務、守操の義

務と3つある。

夫婦は婚姻の際、夫または妻の氏を姓

とする。双方が別々の氏を姓とすることはできない。

（イ）別産制・夫婦になったとき、婚姻前から

夫が持っていた財産は夫のもの、妻の持っていた財

一一一脚忍だ虎等CORJVgだ

繊　維　品　卸

（株）マ　ル　ト　ミ

代表取締役　小　松　　　　稔

鶴岡市みどり町15－8

TEL　24　－　1122

ぉかげさまで　創業110周年

聖二＝

産は妻のものである。（ロ）共有の推定・夫は働いて金

銭を得、妻は家事をしてその手助けをしているとい

うことで財産は共有となる。い婚姻費用の分担・夫

婦はその資産や収入その他一切の事情を考慮して、

婚姻によって生じる費用を分担する。問題になるの

は離婚した場合と死亡した場合だが、離婚の場合は

2分の1を妻が請求することができる。死亡の場合

は相続の問題となる。相続においては寄与分として

全財産から妻の分としてまずその2分の1を引く

（これは共有の推定に当たる）。さらにその残り

（つまり夫の分）の2分の1を妻が受けとり、残り

の2分の1（全休の4分の1）を子供が分ける。

夫婦間の契約は、いつでも取り消しができること

になっている。これは夫婦間の問題は当事者同士で

愛情をもって話し合えという趣旨らしい。

結婚と離婚の数的関係はどうか。昭和58年～60

年でみると結婚は全国で58年・1，633，900人。59年

・1，580，000人。60年・1，599，354人。離婚は58年

・315，815人。59年・300，000人。60年・289，000

人。

一一一一一一一●－－－－1

心のふれあいの場

11／5′〉12／5　　ワイン・フェステパル開催中

店内秋のムードで一杯！
ウイン（飲み放題）＆カクテル（1杯）
タン・シチュー。

バ　ー　モ　ロ　ゾ　フ

経営者　丹　下　誠四郎

南銀座通り　　TEL　22－2883

上名川演習林案内
山形県朝日村。753息も急峻。ブナ林・高層湿原。
山菜類・渓流・野生キノコ。積雪3～4m。林道。
雪上車。宿泊制限付有料・5室36名。ログハウス
建築中。製炭炉。入林規則厳守。林内散索可・キ
ャンプ不可。

連絡先　南関7　鶴岡而若葉町1－23
山形大学農学部附属演習林

次長　塚原初男　恥123－1528

L一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・ポリオプラスを成功させよう　世界社会奉仕委員会－

ポリオプラス募金にご協力ありがとうございました。
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（会長報告）
市川輝雄署

○木枯（こがらし）という言葉があります。11月前

後に吹き、木の葉を落し枯木にしてしまう強し

のことであります。すでに昨日は立冬、

が早いと聞いています。健康には充分

い。

○今日8日は愈々強いアメリカへの願い

統領選挙の投票日です。デュカキス

ユ共和か、プレジデントが変ればプ

り、ホワイトハウスのスタッフ

まで大異動するそうですが、何

経済に及ぼす政策の影響が関心

晩のテレビニュースにご注目下きい。

○教えられてエビスヤさんより、出たばか

というグラフ誌の西郷南洲特集号を求めま

南洲の墨鏡を中心に年表や多くのエッセイが、

み易くちりばめられていて、寸暇の疲れ休めに、

又、南洲を理解するのに好適の本であります。

巻頭言にこう書いてあります。「西郷隆盛ゆかり

の地といえば誰もがまず鹿児島を挙げる。生誕、

終焉の場所であり、また温暖な南国気候や桜島は

明治以来、人々に圧倒的人気のあった「西郷さん」

ジにピッタリ重なる。しかし西郷の遺墨

その真筆の多くが、いま山形県の庄

ている。本特集では西郷と庄内の関

ありを見据え、その巨大な人物像と堆揮な書蹟の

紹介する。」とあります。

読恕までは、うかっにも単なる有名人の

にしか思っていなかったのですが、こ

よくし、漢詩に秀でた人とは知りませ

た。元来、藩の苦役として文筆に長じてい

たのですが、藩主島津久光の怒りにふれ、沖永良

部島に2年余り遠島流刑された時、同じ流罪人の

書家購口雪蓬より本格的に書と漢詩を習ったので

あります。灯火親しむの侯、認識を新たにする上
、でも、ぜひこの本にご注目下さい。

〔亘事報車つ　若生恒吉署
1．来週の15日の例会は国際奉仕委員会のフォーラ
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ロータリアン日記　〇月〇日

鶴岡RCの人達が全員ある会場に集まって、会
長を中心に烏海山のふもとに出来た、すぼらしい

都市の完成を祝して今までの苦労話に花を咲かせ
ている。空港を中心に壮大な官庁街、日本海にそ

って伸びる工業団地、その日本海にはすぼらしい

海底公臥　きれいに区画整理された田園風景、そ
の中に点在する商店街、御団地、公園、各種医療

機関、そして住宅街、鳥海山のすそ野に広がるゴ
ルフ場、スキー場を始めとする総合レジャーラン

ド、そのそばには特別老人福祉総合センターが、
0
0⊂）○⊂〉000⊂）

⊂〉○⊂lO⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉0

0

各業種のロータリアンがそれぞれの経験と知恵と　9
行動力を結集し、構想・計画に3年、それを実行
に移して5年間、今改めてこの会場から外の壮大

なながめを見て、大声で笑う人、声をつまらせて
いる人、目をうるませている人、会場の明りが急

に暗くなり、スポットライトがある1点を照し、

この度の功労者の人達一人ひとりに感謝状が・…‥

「あなた6時半ですよ、会社に遅れますよ」いつ

もの妻の声で目がさめました。昭和63年〇月〇日
の「夢」でした。が？　現実に鶴岡R．Cの人達が
この庄内の10年先を考え構想をねりあげれば、す

ぼらしいことができると信じます。　　阿部　貢
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ムの為昼食を、12時で会食きれる様にしてありま

す。12時45分まで例会のセレモニーを終了致しま

す。

2．会報到着　　酒田束R．C、鶴岡西R．C、

鹿児島西R．C

3．今日、例会終了後臨時理事会をこの場で開催し

ます。米山奨学会委員の万々と塚原初男君

（ゲストスピーチ）

川　　　と

日本の国土は美しい緑に

恵まれていますが、これは

年間1，750部課という豊富な

降雨のおかげです。これは

世界の平均値の倍にあたり

ます。しかし、これも1人

当たりに換算すると世界平

均の約6分の1しかありま

せん。また、日本の河川は小さく、降雨が台風期や

梅雨期に集中するために、流量の変動が大きく、安

定して利用するのが大変難しく、さらに災害にも悩

まされてきたわけです。

川も、いろいろな表情があるわけですが、まず水

をつかう方から見てみます。川の利用は、もともと

農業用水から始まったわけですが、江戸時代に盛ん

になった新規開田によって、極限の渇水流量ぎりぎ

りまで利用しつくされてきたのが実態です。ちなみ

に、江戸中期から現在までで、耕地面積で2倍、人

口で3倍も増えています。そのため、ひと度渇水に

なると水争いが頻発したことが記録に残っています。

明治になって旧河川法ができ、水の利用について

も規定されましたが、当初は、現実には、水の利用

・配分は、農民、正確には地主の手に委ねられてい

ました。その後、水力発電が始まり、また上水道や

工業用水が河川に依存する方向が急速に強まり、農

業用水とのあいだで各地で様々な調整がおこなわれ

ました。このような状況のなかで、1930年代になる

）

4．今日8日、6時30分より30周年記念行事実行委

員会が中国飯店で開催されますので、各委員長又

は代理の万に御案内が出ておりますので、忘れず

に出席して下さい。

5．会報送付礼状が253地区バストガバナー田中善

六君より届いています。

地　　　域

建設省東北地方延設局
月山ダム工事事務所長 尾　形　悦　　男　氏

とアメリカのTVA計画に影響され、日本でも水資

源開発が行政の重要課題となり、多目的ダムが建設

されるようになりました。

戦後、農地開放により、農業用水も大きく変化し

ていきます。昭和24年に土地改良法ができると、国

営事業により取水の合口化が進み、国が管理に強く

関与してくるようになります。さらに、戦後の食糧

増産対策の時代が終ると、農民の組織である土地改

良区も、その運営は農業者ではなく、それを職業と

するテクノクラートがリードする時代を迎えます。

また、1950年代は、国土総合開発法、電源開発促進

法、工業用水法、水道法、特定多目的ダム法といっ

た、利水にとって重要な法律が目白押しにつくられ

ました。その仕上げが昭和39年制定の新河川法です。

新河川法では重要な水系を1級水系とし、建設省の

直轄管理とするとともに、河川管理者の利水に関す

る権限を強化しました。このような法制度の整備は、

結果として日本の工業化、都市化に応えるものでも

あったわけです。

ところで、建設省では今までに直轄補助合わせて

約300のダムを完成させ、また300箇所で事業を進

めており、水資源開発に努めているところです。水

資源開発の計画方法は、通常は10年に一回程度の渇

水を想定し、最初にすでに使われている農業用水な

どの不足分を確保します。次に河川の環境を保全し

たり、塩水のそ上を防ぐためなどに必要な河川維持

用水を加えます。最後に、水道など新規開発分を加



え、必要なダムの大きさを決めます。可能なダムの

大きさから、逆に新規開発水量が決まる場合もあり

ます。社会活動が高度化してくると、渇水に対して

あまり我慢できない体質になりますから、いずれは

10年に一回という安全度も見直す時期が来ると思い

ます。

次に、現在の水利用の問題点についていくつか上

げてみたいと思います。一つは、農業用水の利用形

態が変わりつつあることです。かつては専業農家が

多く、綿密な水管理が行なわれていましたが、片手

間農業が増えるにつれ使用量が増える傾向にあるよ

うです。極端な場合は、個別の農地に蛇口がついて

いることもあります。水路の整備が進み漏水量は減

りますが、用水と排水が分離されると、以前の反復

利用に比べて必要量も増える場合があります。また

農地の中に虫食い的に宅地が広がり、家庭からの排

水が農業用水路に入り込み、特に冬期には用水量も

減るため、新たに水質の面から維持用水を要望され

る場合もあります。耕地面積が減りつつある状況で、

なかなか水道等に転用できないのが大きな問題です。

二つめの問題として、水力発電があります。古い発

電所では、水を根こそぎ取って、大幅に流域変更し

たり、遥か下流に引いたりしているケースがありま

すが、こんな場合、殆ど水の流れていない区間が生

じます。昔はそれでも良かったのかも知れませんが、

現在の感性には馴染まず、30年の水利権の更新時期

を捉えて、川を再生すべく地元から改善を要求され

るケースが増えています。三つめの問題として水質

開襟を上げたいと思います。昭和30年代までは、水

銀やカドミウムの工場排水によるいわゆる公害が水

質問題だったわけですが、昭和45年の水質汚濁防止

法以来、こういった形の問題は減り、今では家庭か

らの排水が問題の大半を占めています。すなわち不

特定多数の加害者＝被害者の図式で、総論賛成、各

論反対となり、ここに解決の難しさがあります。

最後に、最も重要な治水、災害対策について述べ

ます。われわれのダム建設の最も大きな目的は、洪

水調節です。日本の耕地、都市の殆どは、河川の氾

濫によって、土砂が運ばれて出来た平野にあります。

したがって、一定の確率で水害をこうむるのは、い

わば宿命です。アメリカなどでは政府主導の水害保

険の制度があり、氾濫区域では家を建てないなどの

規制をうけたうえで、加入出来ますが、日本では他

に土地がありませんから成立しません。そのため日

本は、オランダとならんで世界で最も治水を重要視

している国となっています。現在1級河川では、100

～200年に一回の大洪水に対して安全なように、河

川の改修とダムの建設を主に計画を作成し、これを

もとに工事を進めています。しかし財政上の制約等

があって、いつ完成するか皆目わからない、という

のが本当のところです。したがって、毎年どこかで

必ずと言っていいほど大災害が起きている実態です。

治水施設は道路や公園のように利便を高める施設で

はなく、また日常接する機会も多くありませんから、

災害が起きてみて初めて注目されるといったことが

災いしているようにも思えます。

ここで、治水に係わる話題をいくつか取り上げて

締め括りとします。一つは水防意識の低下です。以

前は、地域は自らの手で守る、という意識が高く、

市民で構成する水防団が活躍していたわけですが、

最近は全て役所任せ、問題があれば非難するばかり

で、市民としての義務感が薄れてきています。こん

なことが、水害訴訟のように、我々には理解しにく

い状況をもたらしている一因かも知れません。状況

を少しでも改善するため、建設省では数年前から水

防演習の指導を始めています。二つめは大都市圏に

顕著な都市型災害の増加です。もともと山林だった

所が宅地化されると、雨の浸透量が減りますから、

雨がそのまま川に流れ込み、また水路によって早く

入ってきます。同じ量の雨でも、下流により大きな

災害をもたらすことになります。ところが下流部で

は、すでに河幅を広げる余地がないほど都市化が進

んでいますから、その対策には多大な費用と時間が

必要です。また都市化が無秩序に進むとつい最近ま

で氾濫原だったような低地まで家が建ちます。この

ような土地を盛り土すると、雨のとき今までそこに

溜まっていた水が川に出てきますから、下流では小

さい洪水で済んでいたものが大洪水になりますし、

ポンプで排水しても同じ結果になります。このよう

な流域では総合治水対策協議会を組織して対策を検



討していますが、住民どうしの利害が対立して、な

かなか難しいようです。結論として、早く治水事業

を進めてくれ、ということになりがらですが、災害

を受けているのは大都市圏の人だけではありません

し、人口が増える所にばかり金を使うのは、逆に不

公平になります。

まだまだお話すべきことが多いように思いますが、

今後の地域の発展を図るうえで、何か参考になる点

があれば幸いです。

（‾i‾‾‾マイ　ノ㌧）

小池繁治君　　会長報告で「】墨」の宣伝をして頂

きましたので。酒井家、致遺博物

館等掲載の隆盛の書が、かなり鶴

岡にありますが、在庫切れで、ご

要望があれば取りよせます。

塚原初男君　鶴岡市の都市景観形成ガイドプラ

ン策定委員会で、委員長の大役を

仰せつかりました。見回したら上

野さんも一緒でした。しっかりし

た案を作成し、皆様のご批判を仰

ぐことになると思います。宜しく

お願いします。

上野三郎君　塚原先生ご紹介のとおりです。宜

しくお願いします。

ビ　ジ　タ　ー

鶴岡西R．C　　成田邦夫君

11月22日のプログラム予定

・会員スピーチ　　佐藤元伸君

－「ロータリーの友」10月号より抜粋－

ポリオ・プラス　新テレホンカード

わが国におけるポリオ・プラス募金は、全国ロー

タリアンの心あたたまるご協力により、24億円を超

えました。その間、本計画に対するご家族や会社の

方、そしてまた地域社会の皆さんへのPRを主体と

し、募金への協力をお願いする手段としてテレホン

カードを発行したところ、10万枚を超え、募金額も

4，000万円に達しました。

このたびデザインもあらたに第2回の発行をいた

します。モデルの山本富士子さんは東京原宿R．C山

本丈晴会員夫人です。2枚1組2，000円、内600円

がきょ金となります。また事務手続を簡素化し、各

クラブよりの送金がありましたら、その月末に募金

統計に組み入れることといたしますので、各クラブ

の実績に直ちに反映いたします。

皆様の絶大なご協力をお噸いいたします。（詳細

は各クラブ宛に送付いたします。申込書をご参照下

さい）

ー●●朋胤相方gR等CORⅣgR・一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

tt昭和　二万日の全記録け

講談社干り　全18巻別巻1各巻￥2，400

明春発売　予約受付中

ヱ　ビ　ス　ヤ　書　店

本　店　　鶴岡銀座通り　　　　ⅧL仏事1500

大塚町店　七号線家具ダイワ内　吼糾3021

低金利時代に

高利回りの投資信託で
豊かさを．′

荘　　内　　証　　券

鶴岡支店取締役支店長　高　田　耕　助

鶴岡市本町一丁目5番28号　胤餌21001

1●－●一一一●一一一一一一一一一一一一・ポリオプラスを成功させよう　世界社会奉仕委員会－j

ポリオプラス募金にご協力ありがとうございました。
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転啓蟄昌犠華＿軍

（会　長　報　告．
市川輝雄君

08日、鶴岡青年会議所の全国城下町シンポジウム

開催について、行政や友好団体への説明会に行っ

てきました。

これは明年後、全国の城下町から1，500

会員が参集して、共に城下町としての

を図る一大デモンストレーションをや

もので、今年で7回目だそうです。これまで開催

された松本、金沢、会津若松、小田原、弘前、犬

山、彦根、来年の高松まで全部域のある街ですが、

鶴岡は石垣がわずか多残をとどめているだけです。

それにもめげず2，000万の予算で見劣りせぬ行事

をやろうとするその意気に感じました。

古来、平城は守りのための城でなく攻めの城と云

われています。鶴岡の個性をアピールするために

シンポジウムの他に「全国藩校会議」なども組み

込みたいなどと構想がふくらんでいます。キャン

ペーンフレーズも「つるおか心の城下町讃歌」

と決ったようです。成功を期待します。

○同じく8日夜、3回目の30周年記念実行委員会を

開きました。各部門の実施内容について具体的な

プログラムの検討と予算枠について討議し、概ね

の骨子をまとめることが出来ました。今後更に、

詳細について煮つめてゆきたいと存じます。委員

長の皆さん、おそくまでご苦労様でした。

011日、山村が白くなりみぞれまじりの寒い日でし

たが、羽黒工業高等学校へ来春オーストラリアか

ら来る交換学生の受入れ態勢について打合せに行

ってきました。

藤川、松田、若生の皆さんと共に先方の学校長始

め、着任者の先生運と懇談してきました。

羽黒工業では現在、学校独自でアメリカ、ワシン

トン州のシアトルより学生を受け入れており、そ

の経験を生かして充分対応してゆけるものと存じ

ます。何よりも学校側のロータリーの国際奉仕に

関する理解度が深く、今後の交渉もスムーズにゆ

けそうな感触でした。

08日、臨時理事会を開き、米山奨学会委員会より

提出されていた山形大学大学院農学研究科園芸学

専攻2年在学中の中国出身、陳蘭荘君を奨学生に

推薦する事としました。同君は来年4月より宮崎

ロータリアン日記　〇月〇日

ミ　ニ文化祭

収穫の秋、芸術の秋、○○文化講演会、××文
化祭・…‥色々な催事が多い時期である。

今年も東根市主催のtt大文化祭’’と張り合（？）っ
てtt自分達だけ’’のt一一日だけ”のttミニ文化祭”

を開催した。私の家族が住んでいる町は、37戸で
戸数の少なさでは市内でも三指の中に入る規模の
小さな町（部落）です。

0　　出品は盆栽、生花、書、画、工芸品、写真…等

§　全くこんな小さな町にこんな多才な人達が住んで
9　いるのかと驚くばかりです。tt文化’’とはtt生活
2　そのもの”なりか？演芸部門の発表は、お揃い
0

いのttドレス”（風呂敷製）で奥様達の洋舞？）有

り、詩吟有り、演歌有り、一応格調高く地元の
tt民話”についての講演も有りましたが。

今回私の家族は工芸品部門に出品、私は演芸部
門に出場…。旅廻りの役者の如く、ブルーの背広
黄金色の大型蝶ネクタイ、そして胸には真紅のバ
ラの花「輪。バカウケ…。特別アンコールで2曲

も…。

全員で後片付し、手料理での反省会。「鶴岡さ　昌
行ってがら歌がうまぐなったナア。やっぱり単身
赴任の御利益ダベ…。」との講評あり。さて来年
はどの様な趣向で出場したら良いか…？
今年も大成功で終了したttミニ文化祭”でした。

村中文章　　9
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大学農学部においてドクターコースに進む予定で

あります。

○各奉仕委員会で企画したクラブフォーラムも、本

日の国際奉仕部門をもって全部終了致します。

実りあるフォーラムで有終の美を飾って頂きます

様お願い致します。

〔旦事報壷‾つ　若生恒吉署
〇第254地区秋田県仁賀保R．Cより20周年記念誌到

着。
○財団法人ロータリー米山記念奨学会より、米山奨

学生学友会名簿到着、回覧中。

○会報到着　酒田R．C、酒田中央R．C　回覧中

○例会変更のお知らせ

・余目R．C

日　時　11月25日（金）

午後6時30分点鐘

場　所　センチェリープラザ　和　心

登録料　1，200円

日　時　12月16日（金）午後6時点鐘

場　所　湯の浜グランドホテル

登録料　13，000円

・酒田中央R．C

日　時　11月25日（金）午後7時点鐘

場　所　相馬屋

登録料　　8，000円

○今月は財団月間ですので、財団寄付については1

ドル127円ですが、多目にお願い致します。

本日の財団寄付　7．732円

○東北電力㈱より電力情報誌到着　回覧中

（ス　マ　イ　ル）

石川寿男君　13日に私の孫が7歳で七・五・三の

お祝いをしました。

斎藤とも子さんのご努力のお陰で

本日、R．C会員名簿をお手元に届

けることができました。

佐々木走彦君　11月3日、和光幼惟園35周年の記

念日を迎え、クラブの方からも多

数ご出席を得、無事終える事がで

き、ありがとうございました。

阿部　貢君　　親睦委員長から匿名で防災設備の

ことを云って頂きありがとうござ

いました。

松山俊三君　　日本生命創業100年を迎えました。

ついては11月16日2時から東京第

一ホテル鶴岡で別所元監督を迎え

記念講演会を開催。（酒田は11月

17日2時からホテルリッチで）是

非ご参加下さい。

清水二郎君　　今度鶴岡工尋と中国の鄭州紡織工

学院（4年制大学）は姉妹校とな

りましたが、鶴岡市当局、商工会

議所、NHK、荘内日報、山形新

聞等お世話になりました。又来年

は中国の万が2名来日きれお世話

になると思いますので、日頃の欠

席を兼ねまして。

斎藤　隆君　11月14日、鶴岡税務署から優良申

笹原桂一君　　告法の表敬状を受彰。

〔ビ　ジ　タ　ー）

な　　　　し

11月29日のプログラム予定

・ゲストスピーチ

山形大学農学部助教授　前川勝朗先生

「これからの水資源」

胴βgR官CORⅣgR・一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1

〉　★会員・こ家族の方には10～20％ご奉仕‡

く荘銀，鞘者カード。－ン享　致します0店員にお申し出下さい。‡
J　玩具．人形，模型．ゲーム．子供のりものl
l

「ジャスト」
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一一一一一一一一ポリオプラスを成功させよう　世界社会奉仕委員会－j

ポリオプラス募金にご協力ありがとうございました。
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〔享こ高‾‾‾‾‾報富‾‾〕
市川輝雄君

○日曜の夜放映されるNHKの大河ドラマ「武田信

玄」も終盤に近づき、信玄が天下統一の宿願を

さんと3万の軍勢を率いて京へと出陣する

をご覧になった方も多いと思います。

を阻止しようとする織田・徳川の連合

原で激突し、圧倒的な強さで武田側が

場面展開となることでしょう。この時、

からがら引馬城へ逃げ帰り、

たが、酒井左工門尉忠次は将卒を励ま

いてかがり火を焚き、櫓に駈けあぶって、

せた武田軍を見下しながら太黄を打ち鳴

た。いかにも勇気凛々と響き渡る肴に

大将馬場美濃守は、城中に何事か謀り

らされているに違いないと信じ、軍勢を引

させたのであります。

これが有名な「酒井の陣太鼓」で、芝居ともなっ

て後世まで伝えられ、特に鶴岡人であればご存知

の話であります。もしこの際、武田勢が一気に攻

□叫タリアン日記　〇月〇日

鶴岡西R．C　石　黒慶一

久し振りに鶴岡R．Cにメークアップをした。い
つ伺っても鶴岡R．Cにはその歴史の重みと鐸々た

る顔触れに気遅れを感じることが多い。いわゆる
敷居が高いというやつである。

先日、日下公人氏の「商品の3段階」という文
章を興味深く読ませてもらった。即ち、商品が成
熟するには、第1段階は「新機能の魅力」、第2
段階が「付属機能と価格競争」、第3段階では
「周辺との調和」が必要であり、人生に例えれば

第1段階の20代では失敗を恐れず新機能をアピー

め落せば徳川の天下はなく、歴史は大きく変った

事でしょう。

しかし、天は信玄に味方せず、間もなく陣中にお

没。天下を望む夢は潰えました。精強を誇

も長篠の合戦で織田・徳川の連合軍

前に属し、以後離友相次ぎ、日に

日払敗色が濃く、遂に勝頼は天目山に於いて夫人

と共にあえなく自刃。戦国の興亡正に橙花一朝の

幹事と共に荘内病院に張紹淵君

をお見舞Pしてきました。お顔の色も非常によく

「他人の腹を切るのは平気だが、自分が切られる

のは嫌なものだね」と、元気に話されました。遠

からずtやあ”と、いつものお姿が見られる事と

存じます。

019日、第一ホテル鶴岡で分区内の会長幹事会があ

り出席致しました。主として、先般地区に提出し

たシーズナルレポートによる各クラブの活動報告

があり、互いの今後の計画実施の参考となりまし

た。

ルすることであり、第2段階の30代では体調を崩　呂

きず応用機能を充実させる時期、第3段階の40才

以降では周辺から信頼されることが重要であると
いうことであった。R．Cの発展成熟過程において

も同様であろうと思われる。

鶴岡R．Cは明年創立30周年を迎えられるが、正
に第3段階の時期を迎えていることになろう。こ

の第3段階をいかに充実させるかが大切であり、

そこに開放され信頼されるクラブが完成するもの
と思われる。しかし、こんなことは先輩は先刻御

存じで、「竜志いずくんぞ知らん蛇と蛇」の類の
子クラブの小人の繰り言かもしれない。
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各クラブのソウル国際大会への参加人員につきまし

ては5名前後の予定が多いようですが、余目クラブ

は奥様同伴30名参加ということで大いに驚かされま

した。

来年のR．Ⅰ並びに地区サイドの行事日程は次の通り

です。

①　インターシティ　ミーティング（兼村上ガバ

ナーノミニー壮行会）　3月25日　　酒田市

㊥　ソウル国際大会　　5月21日～24日　ソウル

㊥　地区協議会　　　　6月3日～4日　酒田市

（彰　会長エレクトセミナー　6月14日　　山形市

㊥　地区年次大会　　10月6日～8日　酒田市

〔幹事報告）若生恒吉君

○いなほ作業所より「いなほ作業所だより」到着

○会報到着　山形西R．C、山形R．C、東京R．C

台中港区扶輪社R．C

⊂堅＿＿＿　　＿旦⊃

ストーウェルR．C　リンゼ．ブラウン署

市川会長、鶴岡ロータリ

ーの皆様、私の友達のDr

張の病気見舞いに鶴岡に来

ました。早くなおることを

ります。ふるい友達の嶺

さんがいなくて淋しいで

すが、皆様にお目にかかれ

て大変うれしく思います。

1966年に私が最初のCorltaCtを鶴岡クラブと持

ちインターナショナル　プログラマーの初まりで鶴

岡とStawell Clubの固い友情は現在に至って来

ました。今でも23年前に初めてDr張とホテルオー

クラで出会った事を良く覚えています。すぼらしい

笑顔で迎えてくれたのがDr張です。彼はわざわざ

鶴岡から迎えに来てくれ、そしてそのまま私を鶴岡

に案内してくれました。わざわざの出迎えでもわか

る様に、私は鶴岡に着いた時大歓迎を受けました。

そ〆滞在はDr張と皆様のおかげで忘れられないも

のになりました。

そして、ロータリーの友情の架橋は太平洋を越え

てオーストラリアへかけられました。友情の架橋は

手紙など形式的なのではなく、国籍を越えたロータ

リアンの固いつながりで出来あがるのです。

交換留学生もオーストラリアと日本を行き来して

二人目も日本からの交換留学生が三月に到着したば

かりです。

私はこの友情の架橋が永遠に続き、又ひろがり、

深まっていくことを願います。

友情と皆様のご好意を感謝します。そうして又、

この美しい日本を訪れることが出来てうれしく思い

ます。もちろん友情も深められ、新しい友情も生れ

ることを期待します。

どうもありがとうございました。

次期地区ガバナー

酒田東R．C　村上七五三夫君

私のガバナー年度もだん

だん近づいてきましたので

大先輩の鶴岡クラブにご挨

拶にまいりました。

来年1月から地区の行事

が酒田の方で行われます。

4月になりますとアメリカ

に国際協議会に出発しまし

て、帰ってきますと20日過ぎには会長エレクト研究

セミナーが山形市で行われ、その後にはソウルの国

際大会に出席しまして、帰ってくると6月には地区

協議会が開催されます。

次々と行事がつまっておりまして、目下ガバナー

の勉強をさせてもらっている次第です。

皆様にお知らせですが、253地区には現在90クラ

ブでして、日本でも最も数の多い地区になりました。

予定ですが、私の年度の時に地区分割の決議を致し

まして、R．Ⅰの方に書類を申請するという事になる

のでなかろうかと思います。そして、私の次の次の

年度に分割になると思っております。その場合には

山形県と福島県からガバナーノミニーが選出される

と云うことになっております。

現在山形県は38クラブでございまして、今年度、

吉田ガバナー年度に寒河江でもって新しいクラブが



結成されます。それは、寒河江の30周年記念事業と

して行われることが決定されています。もう一つ、

南傷クラブでもって赤湯に新しいクラブが結成され、

これで40クラブになります。40になると地区分劃で

きるので、早く分割して拡大しろと云うことで、拡

大委員の方から253地区は目をつけられて、昨年あ

たりからさかんに分割せいと言われているようでご

ざいます。ただ分割はいいのですが、一長一短があ

りまして、地区大会にしろ地区協議会にしろ、小さ

な都市でも出来ますが、現在の場合は会場の関係で

大きなホテルでないと開催が出来ないようなことで

分科会をいくつかの建物に分れて勉強しなければな

らない欠点もありますが、分割すればそういう点は

なくなると、もうひとつ、今まで福島県の皆さんと

交友を結んでおったのが疎遠になり、ロータリーの

交友がちぢまってくるという欠点があるんでないか。

このように思っております。

分割のお話が地区協議会、その前の会長エレクト

セミナーの時に出ると思いますが、とくと皆さんか

らご判断願ってやってもらいたいと思います。

もうひとつ、オン・ツウ・ソウルの委員長をやっ

てますが、4～5日前に仙台に行って相談がありま

したが、山形県の方は約200名ソウル大会に出席予

定で、山形空港からチャーター便を出すということ

になっておりますが、ちょっと不可能でないかと思

っておりますので、担当者に第二段の手段を打っよ

うにお願いしておきました。鶴岡クラブからもぜひ

大勢出席してもらいたいと思います。

以上、報告がでらご挨拶に変えさせて頂きます。

どうもありがとうございました。

（会見スピーチ）

水　シ　リ　ー　ズ

布施プログラム委員長より、君は水に関係する商

売なので何かスピーチをと頼まれ、入会以来10年振

りで2回目の会員スピーチをさせていただきます。

このtt水シリーズ”に於ける前のスピーカーと後

の人が大変りっぱな方々なので、つりあいがとれな

次期地区幹事

酒田東R．C　佐々木勇助君

村上ガバナー年度におき

まして地区幹事を仰せつか

りました酒田東クラブの佐

々木でございます。

10月からガバナーの事務

所を開設いたしまして、い

ろいろ準備に入っている訳

ですが、なかなか分らない

ことばかりで、酒田からガバナーが出るのは初めて

なものですから、石黒先生からはいろいろ教えを受

けておりますが、大先輩の鶴岡クラブの皆さんから

も、いろいろご指導を頂きますようにお願いしたい

と思います。

来年度の行事につきましては、先程会長さんから

もくわしくお話がありましたが、村上先生は4月7

日出発いたしまして、約18日間の予定でアメリカの

アリゾナ州のフェニックスに行って勉強してくる訳

でございます。帰ってから、6月に入ってから地区

協議会、そして7月からの新年度に入る訳で、各ク

ラブも準備に大変だと思いますが、何といってもガ

バナーが国際協議会から帰ってこないと分らないと

いう訳で、皆さんにご迷惑をかけないように、特に

庄内分区からガバナーが出てよかったと言われるよ

うに一生懸命つとめたいと思いますので、よろしく

お願いします。

どうもありがとうございました。

に　因　ん　で

佐　藤　元　伸　君

いとは思いますが、私が約30年間仕事を通じて知り

得た水に関する話をさせていただきます。

私のロータリーにおける職業分類は、空気調整工

事であります。文字通りに空気を調整するという仕

事になりますが、当クラブ幹事の若生さんとは全く



同じ職業でありますが、彼

の職業分類は配管工事とな

っております。

私達の仕事の範囲は大変

広く、他の職業においては

年々専門家されつつある状

況の中で対応がむずかしく

なっております。

仕事の内容は、上・下水道、空調、衛生、冷凍、

恒温、恒湿、換気、クリーンルーム等の工事であり

ます。以上の様な仕事を一人前に施工する為には、

約20種類以上の国家試験や講習会を受けて資格を持

つ必要があります。世の中が発展し便利になれば相

対的にいろいろな問題が多くなり、規制も多く、そ

れぞれの行政の立場でいろいろと資格を与えて、資

格者以外は仕事ができないしくみになっている故で

あります。

水道について説明致します。水道法により、給水

人口が100人未満の場合は水道法の摘要除外となり、

5．000人未満が簡易水道、5，000人以上が上水道と

分けることが出来ます。鶴岡市の場合は、計画給水

人口は96，000人、一人当給水量529g／day、一日

最大給水量は、50．784tonという事になります。

最近水道水の水質についていろいろと問題になっ

ておりますが、水道法に基づいて、水質基準が定め

られておりまして、全ての水道水は塩素滅菌を義務

づけられております。実際に使用する水栓で0．1脚

の濃度を保つ事となっています。しかし、水道部で

責任を持つのは直結水道部分のみでありまして、受

水槽が設置されている建物では、建物の所有者が監

理責任を負う事になりますし、10ton以上の受水槽

は法的に規制されております。

鶴岡市水道水は大変おいしい水です。（但し直結

給水を受けている人）　水源は赤川の伏流水を井戸

でポンプアップをして供給しているので、人工的な

水処理は行われていませんから頁の天然水です。

水は汚染されていない自然の水が一番おいしく感

じられますが、市販のミネラルウォーターは加工の

段階で水処理されていますので、本当の天然水では

ありません。鶴岡市の水道水は天然水に塩素滅菌し

ただけなので水道口を汲んで、口を開けたまま、一

晩位放置すれば完全に塩素は抜けます。塩素の抜け

た水を冷蔵庫で冷して飲むのが一番うまい水の飲み

万です。市内のスナックのママさん運は店閉まいの

前にミネラルのビンに水道水をつめて帰り、翌日冷

蔵庫に入れて冷したり、水割りの場合はそのまま使

っているのは、生活の知恵で知っているからです。

どうぞ、皆さんごまかしている等と決して思わない

で下さい。

市販のミネラルの値段は1g当り約140円ですが、

水道水は1g当り約1円10銭位で、ガソリンが1g

当り約120円です。トイレ1回の使用量が約15g、

風呂の場合で一人約50g、普通の水栓が約1分間で

約15g位と考えて良いと思います。

私は、2～3日位の旅行の場合は鶴岡市の水道水

を持参します。東京や大阪等大都市の水道水は何回

も水処理を繰り返した川の水を利用していますので、

大変まずい水です。各マンション等では活性炭利用

の水処理機を各家庭で用意して、臭いを取ったりし

ているようです。

数年後には月山ダムの水を飲む事になりますが、

表流水を水処理した水を飲む事になりますので、現

在の水よりはまずくなると思われます。温度も現荏

は15℃位ですが、もっと高温となる事が予測されま

すし、水道料金も高くなるものと思われますので、

現在から見ればメリットがない様に思われますが、

将来の事や他の地域の事も含めて考えた場合は、当

然月山ダムのメリットは大きなものと思います。

次に下水道について話をします。下水道の種類も

公共下水道や集落排水方式があり、個別式の浄化槽

による下水道処理があります。

鶴岡市の公共下水道は雨水は別の分流式下水道で

すが、酒田市では雨水も含んだ合流式の水処理を行

っております。日本の下水道の普及率が先進国の中

では遅れているといわれておりますが、外国と比べ

て年間の降雨量が多く、河川も短い等と自然の浄化

能力がすぐれていた為とも言えますが、個別浄化槽

の水洗化も含めますと50％以上というデーターもあ

ります。

個別の浄化槽にも、し尿のみ処理する単独処理方



式と雑排水も含めて処理する合併方式とがあります。

大きな建物ですと合併処理方式が義務付けられてお

りますが、個人住宅等では99％が単独処理方式であ

ります。汚染の多い河川を持つ県や市では補助金を

出して合併処理を進めています。値段の方は合併処

理の万が約8～10倍位高くなります。

公共下水道や浄化槽による水処理は、B．0．Dや

C．0．Dのみを重視し、重金属類や窒素や尿素、リ

ン含有量等で最近問掛こなって参りました。自然の

サイクルでは長い時間をかけて浄化していたものを

短時間に、しかも安く処理する故ですので、完全な

浄化を望むのは無理です。従来は大企業や重化学工

場、メッキ工場等の排水が問題にされてきましたが、

現在では、小さな施設においても有害物質は自分の

責任で流さないようにすることが必要です。学校の

化学実験や、病院での薬品洗浄水、化学試験場、そ

の他有害物質を扱う人たちは責任を持って処理する

必要があります。

皆様方の使用されている浄化槽の維持管理は業者

にまかせきりの方が殆どだと思いますが、浄化槽の

新設後6ケ月目と県から依頼された理科学分析セン

ターから年一回の水質試験結果報告が義務付けられ

ていますので、よろしくご協力をお願いしたいと保

健所で申しております。

本来は上水道と同時に下水道も考えるべきなので

すが、下水道の方が数十年も遅れているのが現状で

す。鶴岡旧市内はもとより、湯の浜地区や高坂地区

もまもなく下水道化されようとしています。自分が

使って汚した水は、自分の責任で処理する事を心掛

けて、住みよい環境作りに協力したいと思います。

次に空調衛生についてですが、簡単に申しますと、

建築物を有効に利用する為の血管のような役目を果

たす事になり、電気工事は神経の役目を果たすと考

えられています。空調工事では温度と湿度、気流、

換気を含めて調整することを言い、温度のみをコン

トロールする冷暖房工事と区別致しております。

一般的によい空調とは、コストが安く音が静かで、

気流が0．1n／sec以下で、空気の汚れ等が少なく、

温湿度がバランスよく調整される装置をいいます。

一般の個人住宅に於いては、冷暖房装置で充分で、

暖房時の加湿や、換気を時々考えれば良いと思いま

す。人間は環境の変化に対する適応能力は優れてい

る故ですが、最近は安易に快適さを求めすぎて、自

分を鍛えることを忘れつつある様に思われます。暑

いときに汗を出し、寒さにも耐えられる訓練を、特

に若い子供たちにはさせるべきだと思います。昔の

私達の子供の頃を思い出して下さい。暖冷房がなく

とも生活が出来たのですから。年輩の方々や病気の

人は無理出来ませんが、寝るときの電気毛布や暖房

装置は子供や若い人には不要だと思います。私の家

でも私の母だけが電気毛布を使っていますが、冬に

なって他の家に泊まったとき電気毛布がないと夜、

寝れないとこぼしています。

最近の個人住宅に於ける設備工事の傾向を申し上

げます。年々高級化されつつあります。5～6年前

には個人住宅の設備工事は、100万円前後が多かっ

たのでありますが、最近は300～500万や1，000万円

以上も予算を掛ける住宅が出来るようになりました。

衛生工事の中でのトイレは、昔は暗く汚くて恐い等

とのイメージがありましたが、現在ではくつろぎの

場であると考えるようになりました。広さも充分で

年輩との同居家族は特に、2ヶ所の便所を希望する

ことが多くなり、将来に於いて自分の身がさかなく

なった場合の事を考えて、革イスでも使用可能なト

イレを作る人もあります。

日本の女性にはビデを使用する習慣が無かったの

でありますが、最近ウオーシュレットの普及により

ビデも兼用タイプが使用される様になりました。

水洗便器は形が大きく水たまりが多いほど高級で

す。汚物は空気に更される時間が長いほど臭気が多

く出るために、水の中へ出来るだけ早く落す必要が

あります。和風便器は水たまりがほんのわずかです

ので、水を流しながらでも使用しないと臭気は多く

出る故です。長年の習慣を変えたがらない人は和風

を希望しますが、理論的にも洋風の方が便利で快適

だとお勧め致します。

お風呂やシャワーも高級化されつつありますが、

浴槽は和風か和洋兼用タイプの中に入って温まるの

が良く、追いだきにより、さめた湯をあたためて自

分の好きな温度に設定出来る方式が最適と思います。



台所もシステムキッチン等で、豪華になりました

し、全自動洗濯機、自動皿洗機も使われだし、外出

先からも風呂や冷暖房のスイッチを入れることが出

来る物迄使用される様になりました。世の中が便利

になればなるほど、複雑な装置や部品を使用するこ

ととなり、万一の場合の不便さは倍増しますので、

常日頃からの準備が大切だと思います。現在の機械

や装置は必ずいつかは故障致しますので、100％は

信用しないようにすべきだと思います。

水に直接関係ないこと等も話をさせていただきま

したが、この辺で私のスピーチを終わらせていただ

きます。

御静聴ありがとうございました。

〔享二吏＿至鱒互〕

〔海陸活動委員会）

本日皆様のお手元にご案内を差し上げましたが、

年末恒例のクリセマス家族会を来月20日に行います。

おいしい料理と子供さん達が楽しめるゲーム等を企

画しておりますので、全会員が御家族揃ってご参加

下さるよう、親睦委員一同衷心よりお噸い申し上げ

ます。

尚、出欠其の他を12月6日第1例会迄となってま

すが、色々の都合で来週の例会迄お願い出来ますれ

ば幸いです。よろしくお頗い致します。

童金屋興業株式会社

‡本社／器芸濃1讐孟2二。。2㈹
‡　生活を楽しくするリビング用品

‡′、ッピー・リビング　カ　ナ　セ

i　　鶴岡市舶通り暦22－3325㈹

（う　マ　イ　ル〕

布施隆夫君　　青森県弘前の小学校の47年ぶりの

クラス会に出席して大変嬉しかっ

たので。

松田土郎君　先週のクラブフォーラムで時間延

長のお詫びと、無事終了したのと

合せてスマイルさせて噴きます。

村上七五三夫君（酒田東R．C）

佐々木勇助君（酒田東R．C）

⊂亘＿ヱ＿d
酒田東RuC　　村　上七五三夫君

〝　　　　佐々木　勇　助君

鶴岡西R．C　　松　森　昌　保君

温海R．C　　五十嵐　　　清君

鶴岡束R．C　　阿　部　興　二君

ストーウェルR．C　リンゼ・ブラウン君

12月6日のプログラム予定

・新入会員スピーチ

富　田　利　信君

▼一一一朋忍〃ggR等CORⅣ五月－●一一一一一一一一一一●一一一●一一一一一一一一1

上聖警禦禦禦社．．…　呈警㌶孟品誤芸讐慧‡
和　光　幼　稚　園

＊園児募集＊
入園願書受付は12月1日閑から

園長　佐々木　詰　彦

鶴岡市我老林62　ⅧL22－8835

L一一一一●一一一一一一一一一一一一一一ポリオプラスを成功させよう　世界社会奉仕委員会－

ポリオプラス募金にご協力ありがとうございました。
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〔‾‾会長報告）市川輝雄署

先週末は、きびしい冬将軍の先触れで早くも銀世

界となりました。悪い風邪など召さぬ様ご留意下さ

い。

025日夜、産業会館にて臨時理事会を開催し

主として交換学生の受入れと、30周年記

これからのクラブ会計にどのように関係

かを検討するためであります。3時間古

にご討議噴き、次の様に決定しました。

（1）来春受入れ予定のオーストラリアからの交換

学生については、羽黒高校と充分打合せの上

ホームスティ助成金、その他を支出ずる。

（2）来年6月アメリカ・カナダ方面派遣の交換学

生に、新たに山添高校の佐々木雅子

する。

（3）もし派遣が決定すれば交換学生

さんを推薦

るので、その受入態勢、予算など慎重絃対応

たい。

（4）30周年記念行事予算は、すでに実行委員会よ

り総予算737万円が提出されており、当然クラ

ブ基金、スマイル会計からのとりくずしも予定

されていますが、交換学生のこともあり多少、

温存したい考えです。したがって行事予算も出

来るだけセーブして頂きたいとの要望でありま

す。

028日、市民憲章推進協議会へ出席しました。市民

憲章制定25周年に当り記念事業として、旧市内小

中学校6校に対し、1基5万円の市民憲章板を6

基寄贈したいとの事でした。

潟13日のクラブ協議会は、例会に引き続いて産

す。もし委員長或は代理出

らかじめ幹事宛レポートを

「丸準ご癒‾元〕

昭和63年11月25日

鶴岡口一夕リークラブ

会長　市川輝雄様

鹿児島西ロータリークラブ

会長　外西寿彦

拝復

向寒の候　貴クラブ会員皆様には益々ご健勝の

ことと存じ上げます。

さて、この度は貴地名産の見事な庄内柿を沢

山御送付戴き、まことに有難うございました。

11月24日の例会日に会員の皆さんに御渡し致し

まして、大変喜んで頂戴されました。

いつもの温い御心づかいを心から感謝申し上

げます。来年4月22日の貴クラブ30周年の記念

ロ○タリアン日記　〇月〇日

県外への一泊バスツアーの帰りのこと、鶴岡に

近くなって、バスガイドのアナウンス「皆さん、

二日間の旅行如何でしたか‥・」とお決まりの感想

を乗客に聞いている。座席のあちこちで「魚は美

味くなかった。御飯も庄内の方が美味い」等々、

不平の声の多いことを耳にしたガイドさん、「そ

うなんです。必ず庄内からのバスツアー、グルメ

ツアーの帰りにお客様の感想を聞くといつも庄内

呂　が一番住み易く食物も美味しいとの答えが返って

来るんですよ。だから本当に皆さんは自然にも食

物にも恵まれた所に生活出来る倖せを感謝しなけ
れば…・・t」と結んだ。私はふと思った。地域社会

に誇りをもち、他と比べ一番良いと考えているこ

とが、今も将来も庄内地方が住みよくなり、更に

発展すると考えるべきなのか、逆に夢のある都市

づくり、村おこしの為の阻害要因となり、そのス

ピードを弱めていると考えたら良いのか……。い

づれにしても、もっと若者が定着し活気溢るる都

市となって、発展することを願っている。

松山俊三
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式典のことも会員に御伝えして、なるべく沢山

の方の出席をお願いしておきました。

大層簡単ではありますが、一言、お礼のことば

に代えさせて戴きます。

貴クラブの益々の御発展をお祈り申し上げます。

敬　具

11月29日

市川会長・ロータリーの皆様

前略

先週はリンゼ・ブラウンがお世話になり、あり

がとうございました。

張家もロータリー精神でがんばっております。

どうぞ寒い折、皆様お身体に気をつけて下さい

ませ。本当にありがとうございました。

乱文乱筆で失礼致します。まずは用件まで。

張紹淵代理　張秀子より

追伸　面会は少々つかれておりますので、よろ

しくお願い致します。

〔幹事報草）　若生恒舌苔
○例会時間・場所変更のお知らせ

・遊佐R．C　職場訪問と検診の為

日　時　11月29日12時30分点鐘

場　所　村上医院
登録料　1，500円

・鶴岡西R．C　クリスマス家族会の為

日　時　12月9日　午後6時30分点鐘

場　所　　マリカ西館3階　市民ホール

（‾ゲストスピーチ）

登録料　　6，000円

○京都北東R．Cより認証状伝達式のご案内

日　時　　64年2月4日（土）

場　所　京都宅ケ池プリンスホテル

登録料　16，000円　御家族12，000円

申込〆切　63年12月25日

是非参加して下さい。事務局へ申し込んで下さ

い。

○仙台西R．Cより第252地区年次大会の開催ご案内

日　時　64年3月31日（金）－4月1日．2日

場　所　仙台ターミナルホテル

登録料　15，000円

登録〆切12月末日

是非参加して下さい。申込は事務局まで。
○張君より近況の写真到着、回覧中

（二互三三亘互二）塚原初男署
前川先生の略歴をご紹介致します。

先生は昭和18年、北海道中富良野町でお生れにな

りました。昭和41年岩手大学農業工学科をご卒業、

昭和43年同大学院修士課程を修了され、農学修士の

学位を取得直後、山大農学部農業水利学助手として

鶴岡に来られました。昭和51年助教授にご昇任、そ

の翌年の昭和52年には、「カンガイ用水路における

ゲート分水の水理に関する研究」により、北海道大

学農学博士の学位を取得されております。以来10年

余、先生は引続き、「水利構造物の水理特性、水田
パイプライン、水利秩序などの農業水利学の分野」

について、鋭意ご研礫を積まれ、数え切れないほど

の多数の研究業績をお持ちであります。

こ　れ　か　ら　の　水　資　源

1．はじめに

最近では水資源に関する

書物も多くみられ、これら

の書物で指摘されているよ

うに我が国においても地域

差はあるものの水資源ひっ

迫の時代が到来しつつある。

これまでのような「一過的

水利用」が行われると、次
の世代ぐらいには「水危機」

が到来する。水資源の有限化時代を向えつつある中

で、一過的水利用にかかわる「繰返し水利用」が強

調され、節水型社会構造が課題とされる所以である。

山形大学農学部助教授　前　川　勝　朗　氏

2．水資源について

地球上に存在する水の量のうち、人間の手の届き

やすい水は地下水の一部を含めても地球に存在する

水のわずか0．3％程度である。なお、我々が資源と

して扱う水は、現在の段階では海水を除いた不純物

や有害成分の少ない新鮮な淡水がその主要なもので

ある。したがって、降水および河川水（湖沼を含む）

または地下水が我々の関心の対象となる。

きて、全世界の平均降水量102伽孤で、全般的には

赤道に近い地方は降雨量が多く、赤道を離れるにし

たがって少なくなる傾向である。我が国は、梅雨、

台風などもあって降雨には比較的恵まれているが、

相当の地域的時間的偏りがある。北陸地方は平均的

ヽ＿．／



に年降水量が200伽mをこえるが、北海道では北陸地

方の半分程度に過ぎない。

水資源利用の限界を探るため、水資源賦存量とい

う用語が用いられている。これは、年間降水量から

蒸発水量を減じた値であり、水資源として期待でき

る極値である。我が国の水資源賦存量は渇水年で約

3300億扉、平水年で約4500億扉、豊水年で約5800億

扉となっている。1人当りの水資源眉武存量は北海道、

東北（日本海側）、北陸地方の噸に多く、関東、近畿

は少ない。渇水年の水資源賦存量に対する利用率は、

全国平均で約26％、関東および近畿地方はそれぞれ

45％、38％である。用途別にみると農業用水が多く

を占めている。また、水資源は河川に多く依存して

いる。

ところで、水田では毎秒1材の水で約500Aα（町）

の面積を潅漑することができる。水も経済財化して、

最近は毎秒17ガの水を新規に健保するには約90億円、

転用する場合（例えば、農業用水を工業用水に）に

は約30億円と値段がつくまでになっている。

3，水と日本人の戦後史

第2次大戦後、半世紀近くを経過し、水と日本人

との関係は便宜上、次の3時期に区分される。
○第一期（1945～1959）二大水害頻発時代であり、

洪水対策を最優先する「治水の時代」である。
〇第二期（1900～1972）：高度成長期にあたり、大

都市への人工集中は地滑り的であった。工業生産

の飛躍的増大ともあいまって、各地で水不足が発

生した。国家的にも重点施策として水資源開発が

打出された「利水の時代」である。一方、都市化、

工業化とともに、河川や湖沼の水質が悪化し、経

験したことのない劣悪な水環境におかれた。
〇第三朝（1973～現在）：1973年のオイルショック

から現在に至る安定成長の時代である。大量消費

謳歌が反省され、省資源が奨勒されるようになっ

た。70年代になると、高度成長期の大規模開発に

よる環境悪化が重大な社会的課題としてクローズ

アップされ、開発に対する価値観も変わってきた。

高度成長期の開発が、とかく機能主義、経済合理

性に偏していたことに対し、ようやく反省の目が

光るようになった。景観を含む水環境への関心が

高まり、ウォークフロント、リバーフロント、水

と緑の街づくりが一挙に流行化した。第三期は、

「水環境重視の時代」、「親水の時代」といえよ

う。

4．身近な水

「おいしい水」とは、まず第1に摂氏10～15度の

低温であること、次にミネラルが適量で炭酸ガスが

少量含まれていることである。水道水を冷蔵庫にい

れておくとおいしい水になる。水道料金1円でおよ

そ10リットルの水となるが、ミネラルウォーターや

「名水」はどうであろうか。

ところで、河川水や湖沼の水質が悪化するにつれ、

それを原水とする水道水はカビ臭、塩素臭によりま

ずくなってきた。どうすればおいしくなるか！浄

水場の処理方法を急速炉適法にかえる方法がある

（無理なので中速化）。水道水の安全性も大切であ

る。水道水中の発ガン物質に関連して塩素処理が問

題になるようになった。処理過程で生成される有機

塩素化合物の中にトリハロメタンの1種（クロロホ

ルム）に発ガン性が認められる（煮沸で除去）。ま

た、戦後の50年代、水道管にアスベストがよく用い

られ、現在でも全国の水道管の約2割がなおアスベ

スト管である。浄水場でカセイソーダ（急速『適法）

のかわりに石灰を用いれば材質溶出は相当程度防止

できるとされている。

都市化が、河川、湖沼などの水域の水質を汚染さ

せたことはいうまでもないが、その水質汚染は地下

水にまで及んでいる。有機塩素化合物の潜済である

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンは、発

ガン性の疑いがもたれており、厚生省の暫定基準を

こえる水道水源が’84年以降1割強に達している。

地下水は全国の水道水源の27％を占め、清浄美味と

いう点ですぐれている。地下水過剰揚水（地盤沈下）

にならぬようにし、地下に戻す場合には汚染を防ぐ

万全の注意を払う必要がある。地下水の汚染源は、

地域により異なるが、半導体、金属、電気関係の工

場、クリーニング店などと言われている。

さて、水道で供給する水のうち、飲料水はわずか

1％にすぎず、料理などを加えても数％程度で、大

部分は現在ほどの水質を必要としない。諸外国では

雑用水（水洗便所用、空調冷却用、道路等への散水

用、洗車用、消火用等）を一一般水道とは別系統とし

て二系統配管とする実例がかなりある。最近課題に

なっている新型の水利用に雨水利用がある　（1985

：新国技館1000扉、1988年：東京ドーム10007が、

最大は大正海上火災本社ビル2000扉）。また、家の

屋根に降る雨を用いてトイレ洗浄水に有効利用する

ことは可能であり（貯水槽設置）、簡単な浸透性雨

水桝を設ける一般住民の「雨水浸透作戦」は地下水

滴養、水害軽減の点からも大切なことである。下水

道については、欧米の諸都市がいずれも100％近い

が、我が国の普及率は’87年3月現在で37％にすぎ

ない。最近、下水処理水の環境用水への利用がまし

ている。

5．むすぴに

都市の下水道の普及により、雨水を排水した都市

内の小河川は不要となり、埋め立てられ、あるいは

蓋がかぶきり、市民の前から姿を消した。また、多

くの農村で都市的生活化に伴って水路は下水路化し

て、かつての田園風景はみられなくなってきた。そ



して、近代的農業水路とは、生産機能と経済効率を

高めるため、長方形断面としてコンクリートで固め

流速を早くさせることであるとされた。一方、用水

路に落下して溺死する子供が跡を絶たなく、管理堰

庇（管理ち落ち度がある）として敗訴となることが少

なくなく、近代的農業水路は周辺住民、地域の人々

と積極的に隔離された。このような中で、次の世代

が育ってきた。「春の小川」は過去のものとなって

きたのである。

しかし、水路の荒廃が極に達し、水路がゴミ捨場

になり悪臭を発するようになると住民は環境浄化を

叫ぶようになり、水辺での安らぎ、潤いを求めるよ

うになった。70年代後半から「親水事業」が徐々に

全国的に普及する勢いになってきた。先駆者事例と

して、金山町の金山大堰、大井川の河川維持流量、

山口市のホタル護岸、「柳川掘割物語」等がある。

とはいえ、生れたときから都会に育ち、自然の水や

川と肌で付き合っていない世代、親水をしらない世

代が半数近くを占めつつある時代である。治水、利

水（水資源の有効利用）を含めた地域の水の特性を

踏まえ、人と水の関わり、付き合い（わずらわしさ

を伴うのが普通）を廷せ、再構築し、地域の水文化

の伝統と理念を次世代に着実に伝える責務が現世代

にあろう。

高度成長期に入ったころから、「股に行政任せと
いう気風が蔓延した嫌いがある。住民の身近な部分

は住民が主体的に行動することが望まれる。住民、

集落、そして行政、それぞれの責任と役割があるか

らである。治水、利水、水環境間相互の矛盾の克服、

各種利水間の対立する利害の調整と協力など、地域

の水文化の再生にはきれいごとでは済まされない多

くの困難を伴うが、長い歴史を通して築かれてきた

ものである（高度成長期は異常な時期）。先駆的な

事例をみても、人間と水（川）との共存は可能であ

ろうし、時代の流れであろう。

委員会報告

⊂些席委員会）
・2年間皆出席　　笹原信一郎君

「云‾マ　イ　ル〕

新穂光一郎君

長男が11月22日に結婚式を挙げ、初めて花婿の

父としての気分を味わいました。

塚原初男君
前川先生から大変貴重なお話しを承った事に感

謝して。

松澤圭一君

北陸自動車道のキャンペーンの際、荘内日報様

より同行取材して頂き、今日付の荘内日報に載

せて頂きました。

佐藤　　衛君
次男が損害保険の代理店として上級資格を頂き

ました。来海さんにお世話になりました。又、

不動産の宅地建物取引主任の資格試験にも合格

しましたので。

来海憲宣君
先日雪が降った日、天童から無事帰れた事と、

これから雪道、お互いに事故に会わない事を祈

念して。

年　次　総　会

着生恒吉君
鶴岡R．C定款第4条第2節並びに第4条第1節

によりまして、本日11月最終例会時、年次総会

を開会します。細則第3条第2節により本日の

出席者63名で定足数に達しています。第3条第

1節により会長が議長に就任。

議長（市川嘩雄君）

次期副会長を選任するにあたり、どの様な方法

で選出したら良いか皆様にお図りしたいと思い

ます。

三井賢二君

慣例によりまして選考委員会で選考するのが無

難かと思われますが、会長として副案がありま

したら発表して下さい。

議長（市川嘩雄君）

細則第1条第1節によると「指名委員会を作り

その指名委員会で次期副会長を指名する事がで

きる」とありますので、指名委員会を作りたい

と思いますが、いかがでしょうか‥・。拍手承認

それでは次の5名の方で指名委員会を作りたい

と思います。

佐藤噸治君．山口篤之助君．吉野勲君．

高橋良士君．市川嘩雄君

例会終了後別室にて審議し、選考結果について

は決定次第、次の例会にて発表します。

（ビ　ジ　タ　rJ

鶴岡西R．C　　児玉光弥君

古川囁一君

12月13日のプログラム予定

・ゲストスピーチ

鶴岡税務署長　後藤眞一氏



（会長報告）
市川輝祉君

012月になりました。一年の締めくくりの時期で何

となく慌ただしく気ぜわしさを感じます。

ことばは坊さんが急がしく走りまわると

きたとも、物事を「為果つ」シハツと

たとも言われています。

余す所一ケ月、どこまで懸案を果たす

か心配です。

○先週の総会で次期副会長、つまり199

指命委員会が構成され、慎重審議の結

君を推す事に決定しました。多忙な方で、色々と

理由をあげて辞退されましたが、忙がしい犬程ロ

ータリーではあえて要請しています。指命きれ怒

断わるのはロータリー精神に反するとの

一言で遂に落城致しました。

ご存知の様に彼は、性すこぶる温厚篤実。

曲がった事の嫌いな人であると共に、人情の機微

にも通じて、友情に厚い人柄であります。常々、

tt会長はタフでなければやっていけない、優しく
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ロータリアン日記　〇月〇日

きものと私

きものは日本伝統の美です。日本の風土に合い

夏涼しく、冬暖かいのがきものです。休形的にも
日本人に最も似合っている衣類です。私のように

腹も出ずスマートな者には特に似合うようです。

洋服をきると目立つ部分もきものですと、かえっ

て立派に見え、きものは自分には似合うと勝手に

思いこみ、正月には家族にきものを着せお屠蘇で
いい気分になり威張っています。又、秋風のさわ

やかな時期には、きもので日本酒を楽しみます。

なければ会長たる資格がない’’と思っていますが、

クラブの為に大いに頼りになる人であることを確

信し、推薦するゆえんであります。

、鶴岡、鶴岡西、鶴岡東、温海の4クラ

轟が256地区、村上R．Cの例会に出席し

て参りました。他地区の近隣クラブを表敬訪問し

て違った空気にふれてみようという試みでありま

す。丁度クラブ総会の日で申し訳ないことをしま

したが、互伊の計画書やバナーを交換したり、例

会や汐モニーの仕方やニコニコBOXなど、大い

に参考になりました。例会終了後、会長幹事を囲

んで活発な質疑応答があり、非常に有意義でした。

村上クラブは伝統あるクラブで、来年9月に創立

30周年の記念行事を行う予定で目下準備中。会員

数45名、平均年令57才、今年度の出席率の目標95

％、14年前からローターアクトクラブを提唱して

14名の会員が奉仕活動を行っています。

バナーにある「雀」は舞鶴城を表し、街並に古い

城下町の面影をとどめていますが、封建の色濃く

若い人達と年輩ロータリアンとの意見の調整に苦

l（⊃⊂〉0⊂〉（）⊂〉くつ⊂）（〕⊂）○⊂〉（）⊂〉（⊃⊂〉（）⊂〉（⊃⊂）（〕⊂）○⊂IO⊂）○⊂〉○⊂）くつ⊂〉○⊂〉⊂）⊂〉000⊂）000

0

さもの姿の人が少ないので、きものの人がいると　冒
目立ちます。女性からもてようなんという下心は
一つもありませんが、きものを着て赤いネオン街

にでかけられるのもいいものですね。エッセイス

トの佐々木久子さんが、日本商工会議所発行の月
刊誌石垣に「着物をきなさい日本女性」という随
筆を書いておられました。たしかに女性の万もき
ものを着る機会は少なくなっていますが、しかし
もっと男性の万がきものを着なくなっているよう
です。日本女性にも男性のきもの姿は魅力的にみ
えるようです。今夜もきものを着て楽しいお酒を
たしなみに出掛けます。お会いしましょう。

松　田士郎
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労があるようです。

○本日、12月の定例理事会が開かれ、次の事項が決

定しました。

1．規定審議会の制定案アンケートについて

2．指名委員会報告と承認

3．交換学生ミッキー・アレンの発表

4．会員被推薦者4名の氏名発表

5．12月20日クリスマス家族会招待者の件

6．30周年委員会構成の一部変更の件

7．歳末たすけ合い募金支出の件

8．その他の案件

〔幹事報告）
葛生恒吉君

○会報到着　　鹿児島R．C、鶴岡西R．C

O例会時間・場所変更のお知らせ

・酒田東R．C　クリスマス家族会のため

日　時　12月21日（水）午後6時30分点鐘

場　所　酒田産業会館4階

登録料　　7，000円

・立川R．C　忘年会のため

日　時　12月15日（木）午後6時点鐘

場　所　庄内ドライブイン

登録料　　4，000円

012月13日第3回クラブ協議会を例会終了後4階第

一会議室で開催します。

OP．H．D協会会報、荘内銀行IlO周年記念誌、東北

電力情報及び交換学生ミッキー・′アレンのカード

を回覧中です。

○次の方が新会員として推薦され、所定の手続きを

経て氏名発表します。

阿部信矢　さん

斎穀物乾燥調整施設利用組合長　　農　業

三浦恒棋　さん

㈱リリー商事社長　　　　損害保険代理業

（会員スピーチ）

文　　　字

「文字放送」という言葉は皆さんご存知と思いま

三浦恒棋　さん

㈱リリー商事社長　　　　損害保険代理業

秋元噸雄　さん

羽黒工業高等学校校長　　高等学校

村上龍男　さん

加茂水族館館長　　　　　水族館

もし入会に反対される万がおりましたら、書面で

理由を具して理事会（幹事）に十日以内に送付し

て下さい。

次年度副会長の挨拶

佐藤　　衛君

先週、指名委員会の方々

から呼び出しがあり、佐藤

昇さんの次ですから33代目

会長候補という事でお話が

ありました。今更逃げるわ

けにもいきませんし、お引

受をするか、ロータリーを

退会するかどちらかしかな

いわけです。よく考えてみましたが、その様な事で

今までお世話になったクラブを退会するなど前代未

聞ですし、男らしくお引受しなければならないと思

っております。

私事で恐縮ですが、私は自分の生れた家が大事と

いうことで会社勤めをやめ、昭和34年に郷里に帰っ

てまいりました。以来今日迄なりふりかまわず仕事

一筋に頑張ってまいりました。そんな事で人間的に

も会長候補としては全くふさわしくない人間だと思

います。そんな私ではございますが、ご指名を受け

た以上は皆様のご協力をいただき、真面目に一生懸

命つとめ、クラブ発展のために私なりに努力してま

いりたいと思いますので、宜敷くお願いします。

放　　　送

富　田　利　信　君

すが、どんなものか分りやすくご説明したいと思い

J



ます。

1．どういう方法で「文字

放送」を放送するのか。

テレビ放送は525本の

走査線で絵を構成してい

るとこで、525本のうち

21本は画面には使わず、

画面が次の画面に移る際

の「すき間」になっている。テレビの画面が水平

にずれて黒い線が見えることがありますが、その

部分がそのすき間である。この空いている走査線

のうち13本はテレビ放送を送るのに使われており、

残りの8本の走査線を使って文字や画面を送るこ

とができ、それを文字放送という訳である。

総合テレビのすき間でも、教育テレビ、YBC、

YTSのすき間を使っても「文字放送」を放送す

ることができる。

日本での文字放送は、昭和60年11月烈日から本

格的に始まっております。

2．文字放送はどこで放送しているのか。

「文字放送を放送している企業」には、2種類

あります。

①　自分のテレビ放送に自分で文字放送を行うも

の‥…・NHK、日本テレビ、東京放送、フジテ

レビ、関西テレビなど13社。

④　放送会社から走査線を借りて文字放送を行う

文字放送専門会社‥・…「NHK総合テレビ」を

借りている「日本文字放送」、「日本テレビ」

を借りている「アクセス・フォア」、「テレビ

東京」を借りている「日経テレプレス」など10

社。

文字放送会社が何を収入にしているかと言いま

すと、広告料（コマーシャル）と情報・番組の提

供料であります。

なお、普及台数は最近のデータで次の通りです。

イギリス　　450万台

西ドイツ　　350万台

オランダ　125万台

イタリア　　　70万台　等…

日本は始まったばかりで、現荏30万台。

3．どうしたら文字放送を見ることができるか。

お手持ちのテレビに「文字放送アダプター」

（定価14一、一15万円）を付けるか、文字放送受信回

路内蔵テレビを求めれば、見ることが出来ます。

なお、プリンター（定価5～6万円）を付ければ

必要な画面をコピーできます。

鶴岡で見ることの出来る文字放送は次のとおり

です。

今日現在「NHK文字放送」24番組、今月中旬

から「NHK文字放送」と「テレモ」株式市況、

来年4月から「NHK文字放送」と「テレモ」

約90番組。

「日本文字放送」通称「テレモ」は、NHK総合

テレビのチャンネルで放送しており、NHK、東

京都などが出資した文字放送会社で、従来、関東

・甲信越で放送しておりましたが、来年4月以降

東北・北海道でも放送を始めるものです。東北進

出にあたり東北各県、各都市にも出資をお噸いし

ております。

NHKの総合テレビのチャンネルで放送会社は

「日本文字放送」「西日本文字放送」「中部文字

放送」の三社である。

なお、文字放送には「情報番組」と、耳の不自

由な方向けの「字幕番組」のあることも申し添え

ます。

4．文字放送の特長

1．画期的なメディアである。

2．誰でも簡単に利用できる。

3，新鮮な情報を放送している。

4．自分の見たいものだけ見れる。

5．プリンターで記録できる。

6．無料です。

7．将来性があります。

ぜひご利用下さるようおすすめします。

（‾委員会報告‾）

（出席委員会）

〇年間皆出席

19年間皆出席　中江　　亮君



011月100％以上出席　　3名

120％…松田．関原二高橋

011月100％出席　　　43名

阿蘇．藤川．布施．秋野（昭）．石川（寿）．石黒

板垣（俊）．板垣（広）．市川．飯野．川上．風間

毛呂．迎田．皆川．中江．中沢．斎藤（隆）．

佐藤（忠）．佐藤（噸）．佐藤（衛）．佐藤（友）．

新穂．荘司．鈴木（善）．鈴木（弥）．佐々木．

鈴木（肇）．斎藤（昭）．丹下．杉澤．松沢．

笹原（信）．塚原．忠鉢．碓氷．若生．山口．

吉野．日向．来海．阿部（責）．富田（利）

（親睦活動委員会）

012月会員誕生

津田晋介君．鈴木弥一郎君

関原亨司君

012月奥様誕生

迎田恵美子様．御橋芳子様

佐藤貴美子様．若生　　孝標

清水圭子様．山本幸子様

〔‾‾スマイ＿＿＿＿亘〕

塚原初男君　12月3日、山大農学部林学科創立

一一一皿R等CORⅣgR・

“栄華豊かな副生物を

もっと皆様の食卓に”

庄内ミート株式会社

鶴岡市大字大宝寺字立野592－29

TEL　22－1509㈹

40周年記念同窓会が東京第一ホテ

ル鶴岡で開催され、大会副実行委

員長として参加しました。

笹原信一郎君　　荘内銀行が12月1日で創立110周

年を迎えましたので。

荒井宏明君　　酒田地区に板金塗装工場が完成し

今月初めより営業しました。

御橋義諦君　　長兄、御橋乗海（広済寺住職）が

11月26日大往生を遂げ、壇徒葬は

12月3日無事に終了しました。

早坂徳治君　11月28日酒税の保金及び酒類業組

合等に関する法律施工35周年にあ

たり仙台国税局長より感謝状をい

ただきました。

（ビ　ジ　タ　ー）

な　　　　し

12月20日のプログラム予定

・クリスマス例会

地域社会の発展をめざして

鉄骨工事

彗歪板　垣　鉄　工　所
代表取締役社長　板　垣　廣　志

鶴岡市大字布目字東通り46¶1
恩（0235）24－1311㈹

一一一一一●－－－1

黒谷公認会計士事務所
公認会計士・税理士

公認会計士・税理士

社会保険労務士

社会保険労務士

TEL（代22－6166

FAX（司24－9602

庄内の情報は荘内日報で…

人と暮ら　しと情報

荘　内　日　報

▲一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・ポリオプラスを成功させよう　世界社会奉仕委員会

ポリオプラス募金にこ協力ありがとうございました。
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（会長報告）
市川輝雄君

047年前の12月8日、私はまだ国民学校の佳徒でし

たが、昨日の事のように思い出すことが出来ます。

ABCD包囲噂にどうにも身動きがならぬ日本の

欝屈したものが、一度に吹き飛んだかのようなあ

の日の真珠湾攻撃。アメリカ太平洋艦隊全滅の写

真を喰い入るように見、大本営発表をラジオにし

がみついて聞いた開戦の日………。歳月はすべて

を忘却のかなたに押し流し、僻和という年号さえ

悲しくも明滅しています。

世界がいかに変貌し、奥の細道と云われた庄内が

高速交通時代に突入しようとも、12月8日、8月

15円のメモリアルデーを忘れる事は出来ません。

なんとなれば生きている限り歴史の一コマの生証

人だからです。

06日、地元出身中村兄弟の南高100周年記念リサ

イタルに行ってみました。兄の洋氏のチェロの渋

い演奏も心の洗われる様な出来栄えでしたが、妹

のゆかりさんのヴァイオリンが予想していた以ヒ

によかったと思いました。

0⊂〉○⊂〉0⊂）0⊂〉OClOt＝〉○⊂）OC〉○⊂〉○⊂〉○⊂⊃OC）000⊂）○⊂）OC〉○くつ○⊂〉○⊂〉○⊂〉0⊂〉C

ロータリアン日記　〇月〇日

幹事を退任して
H7一＼叫度吉野会長をはじめ復H、会員各位の温い友情に

支えられ斡L嘉を務める機会を与えていただきました。今は只
H－イ摘要い’と占う感謝の気持のみ残ってfLキります。

振返ってみますと、県内に4つのクラブが誕生し、その時

頼設立総会、認証扶伝達式とr重な案内に答える／＼く出席者
の取りまとめや地1メ内だけでも　一斉に周it式典が頚なり、こ
れに参加するメンハーの選任と云うより依頼。地区協議会、
lr；Fへの参加は当然としても取りまとめる時、心よく応じ

てくれた倉貢諸氏には心の中で土卜座して感謝をしておりま
した。前述の設立総会ぐらいは、色々問題があるけど万難を

呂　排して合同で挙行するのも考えるべきだと思いました。矧岡
Ⅰく．Cは地区内でも占いクラブと云うこともあり、先輩会員が

1支い間、柁々の会合や活動のトトで交際がある訳で断り切れな

ふくよかで長身のゆかりさんが弾く「G線上のアリ

ア」の叙情的な旋律。敬虔な祈りにも似たきらめ

くような「アヴェマリア」、「タイスの冥想曲」

の心にしみる繊細なテクニック。兄妹にとって郷

里の人々の温かさに包まれた至福のコンサートで

した。

09日、年末恒例である鶴岡西R．CのⅩマスパーテ

ィに招待され出席しました。和気あいあいとして

多勢の家族も参加し盛会でした。欧米ではtt無宗

教な人は共に語りあえる友ではない”と、相手に

されないそうです。

「頁実鈴ふり思い出す」という詩がありますが、

ジングルベルの鈴の音に薄れていた信仰心庵呼び

おこすのもクリスマスの使命かも知れません。

季節を彩どる行事の一つとして暮しに定着したⅩ

マスは、キリスト教だけでなく、神仏も含めた広

い意味の宗教祭であると見立てるべきではないで

（幹事報告）　若生恒舌苔

○例会変更のお知らせ

OC〉○⊂〉000⊂〉0⊂）○⊂〉○⊂〉0⊂〉0⊂〉○（＝lO⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂〉0⊂）○⊂〉（）⊂〉0⊂〉0⊂）

いこともあり、今後の運営の問題ではないでしょうか。ポリ

オブラス拠出金問題も突発的なものでした。催かにロータリ
ーとして立派な運動ですが、そのプロセスの一つである拠出

金の集め方で再々変更があり問題になりました。
ロmタリー活動は地区、口本支局、R．Ⅰのものではなく、そ

の地域に根ざした各クラブのしかも各メンバーの一挙手一投

足にかかっており、これを見失っては発展しないと思います。
吉野会長のドで二番手、三番手の仕事をする機会を与えて

いただきましたが、これまで人を補佐するような経験の余り

無った私にとって、人生でこの一年は得難い経験をさせてい
ただきました。毎日毎日、リーグ山としての’’忍”■■決断力”
’’人間性”を家庭教師を碩んた如き指導を賜った吉野会長に

対し厚く御礼を申し上げます。
最近は会社でお茶を差し目してくれる女　社Hに対し、一

杯のお茶を出す迄の気くぼり、苦労を考えるようになってき
ました。クラブの事務局を影で支える斎藤とも戸きんのご苦

竹も身にしみます。　　　　　　　　　　　板　垣　廣　志
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・酒田R．C

12月21日（水）クリスマス家族会の為

日　時　12月21日　6時点鐘

場　所　ホテルリッチ酒田

登録料　　5，000円

・酒田中央R．C

12月23日（金）クリスマス家族会の為

日　時　12月18日（日）　4時点鐘

場　所　平　安　閣

登録料　　6，000円

・温海R．C

12月19日（月）クリスマス家族会の為

日　時　12月19日　5時30分点鐘

場　所　温海グランドホテル

登録料　　6，000円

12月26日の例会は年越しそば例会

・遊佐R．C

12月20日（火）クリスマス家族会の為

日　時　12月20日　6時30分点鐘

場　所　遊佐商工会

登録料　　5，000円

1月3日の例会は休会

⊂至互Iスピーチ）

1月10日は新年会

場　所　　ぽ　　ん

登録料　　3，000円

・鶴岡東R．C

12月21日（金）クリスマス家族会の為

日　時　12月21日　6時30分点鐘

場　所　　マリカ西館　3階市民ホール

登録料　　6，000円

0252地区大会記念ゴルフ大会の御案内

日　時　　3月31日（金）午前9時スタート

場　所　表蔵王国際カントリー

参加料　　5，000円

申込〆切は1月31日まで、事務局斎藤さんまで。

○会報到着　酒田中央R．C

O来週の例会の場所、時間変更

場　所　東京第一ホテル鶴岡　鶴の間

時　間　　6時点鐘

○次の方が新会員として推薦され、所定の手続きを

経て氏名発表します。入会反対の方は書面で反対

理由記入の上、理事会（幹事）に10日以内にご送

付下さい。

嶺岸頑三さん　富士印刷槻取締役　印刷

国際経済と　日　本の．役割

現在我が国経済は、おそ

らく数年前なら経済政策の

立案担当者を含め専門家が

誰も予想しえなかったであ

ろうほどの好況を呈し、63

年も約5％の実質成長率が

見込まれている。

その要因としては、経済

白書が指摘しているような

以下の点が考えられるが、偶然的側面もあり、今後

の施策運営は世界情勢をよく見極めながら進めてゆ

く必要がある。特に80年代の国際社会の動向が、長

期的な構造的変化を背景にしていることに格別の注

意を払い、我が国の役割を検討していく姿勢が大切

であろう。

鶴岡税務署長　後　藤　真　一　氏

昨年約5％の経済成長を記録した要因として、経

済白書は次のものを挙げている。

第一に、円高および原子由価格低Fのメリットが波

及し輸出産業のデメリットを上回った。

第二に、在庫・設備の調整が進み、最終需要の増

加に対する企業投資の即応体制が整っていた。

第三に、2．5％の公定歩合に象徴される金融緩和

の効果があった。

第四に、62年5月未決定の6兆円規模の緊急経済

対策により企業家の先行き見通しが好転した。

第五に、高級化、高付加価値の新製品に対する消

費意欲及び企業の開発販売意欲の高まりがあった。

意図したものと意図せざるものが相侯って好況に

結びついているが、政府の緊急経済対策自体がそも

そも対外的不均衡の是正に主眼をおいたものとして



策定されたことが示す通り、現在の好況は良好な対

外関係なくしては維持しえない。近年何よりも外需

中心の経済から内需主導型への構造調整を図る必要

性が深く認識レベルで定着してきたことがもつ意義

は大き早。

61年4月に発表された「前川レポート」が正にこ

の認識の転換に多大な影響を及ぼした。政府におい

ても国際公約ともなった同レポートを踏まえて住宅

投資を中心とする内需拡大策が実施に移され、マル

優廃止も同レポートの貯蓄優遇税制見直しの提唱に

沿う側面をもっていた。更に竹下政権発足後に策定

され本年5月に発表された新経済運営5カ年計画

「世界とともに生きる日本」もまた内需主導型経済

の定着を図る方向を打ち出している。

認識レベルの転換を現実の経済構造の調整として

実現していくことは決して容易なことではないが、

常に国際社会の動向を注視してその大きな流れを把

握していることが大前提となる。従来とかく断続的

に繰り返す貿易摩擦とそれへの個別対応が問題とな

ってきたが、80年代半ば以降、より長期的観点から

戦後の世界秩序を支えてきた米国の覇権（ヘゲモニ
ー）の衰退の文脈の中で個別問題を論じることが流

行となっている。現象面では米国が債務国に転落し、

また85年のプラザ合意以後、為替レートを巡って先

進各国の政策協調努力が行われ続けている。確かに

85年以後、それまで自由主義経済を信奉し、市場介

入を極力嫌ってドル高を容認してきたさしもの米国

も、ベーカー財務長官登場とともに政策スタンスの

大転換を余儀なくされた。こうした動きは果して覇

権交替といった分析視角で説明し尽せるものなので

あろうか。

米国の学者から、こうした変化を背景とした新た

な日米関係の構築に向け、様々な概念が提唱されて

いる。例えば、ズビグニュー・ブレジンスキー（カ

ーター政権時の国家安全保障担当大統領補佐官）の

アメリッポン構想、フレッド・バーグステン（国際

経済研究所長）のバイゲモニー構想などが挙げられ

ようが、伺といっても昨今論壇を賑しているのがベ

ストセラー『大国の興亡』を著したエール大学教授

ポール・ケネディである。同教授は経済力の変化と

軍事コストの関係を切り口として16世紀以降の西欧

列強の消長を跡づけている。ここで問題とすべきは

歴史の学術書としての同書の評価ではなく、米国政

府部内での読まれ方である。米国の衰退を防ぐ方策

として軍事力を含めた同盟国への負担の分担（バー

ドンシェアリング）を図る論拠として同書は多大注

目を集めた。そしてこの負担分担の問題は、ブッシ

ュ新政権の下で具体的課題として浮上してくること

が予想されているのである。

健かに我が国は今後一層の世界への貢献を求めら

れ、重要な役割を積極的に担っていくべき立場にあ

るが、私個人の考えとしては、以上の文脈での負担

分担論は余りに旧弊に因われたものに思えてならな

い。即ち、覇権交替論が論じられる際に20世紀後半

の新たな国際関係の動きが十分とり込まれていない

ため、そこから派生する負担分担論にも自ずと限界

があるようである。

現在の国家間関係の原型は、17世紀の西欧に求め

られるが、その基本概念は以下の3点に要約できる

とされる。

第一に、軍事力を中心とする国力（パワー）が国

家間の関係で最重要かつ効果的手段である。

第二に、国内の諸事象は軍事を最優先事項とする

ピラミッド型のパターンに整理され、国家は整合性

のとれた政治単位である。

第三に、国家間の政治関係が外交官による交渉を

原則とする一元的なものである。

今日においてもこれらの概念は依然として一定の

妥当性を維持しているが、軍事、運輸、通信等の面

での科学技術の飛躍的進歩が新たな構造的変化をも

たらしてきたことを無祝しえない。

米国の覇権後退とされる影響力の低下現象も、18

～19世紀の西欧国家の盛衰とは大きく次元を異にし

て、実はこうした構造的変化と密接にかかわってい

る。

米国ハーバート大学のスタンレイ・ホフマン教授

は、第2次大戦後顕在化した国際社会の構造的変化

を2点に要約している。

第一に、絶大な破壊力をもつ核兵器の登場は、使

用が事実上不可能なほど拘束されるため、逆に国家

目標を達成する手段としての軍事力の有効性を低下

せしめる状況を招来した（核の手詰まり状況）。

第二に、国境を超えると卜、モノ、カネ、情報、

サービスの流れが急増し、各国の国内社会同士が緊

密に結びつく状態となり、国内政策の実施に際して

も対外的配慮が必要となり、場合によっては国家主



権へも限定が課される状況が現出しつつある（相互

依存の深化）。

先進国間においては国家そのものが、その空間的

拡がり、及び政策決定メカニズムの両面から、有効

性を問われ、試練の時を迎えているのである。

以上の点を踏まえれが、米国及び世界経済が直面

している問題は米国の経済力の衰退を主因として発

生していると捉えるよりも、国際社会の構造的変化

の下で依然として世界経済の2割を占める米国と他

の先進諸国との新たな調整枠組みの模索過程として

捉えるべきものではなかろうか。

現在、米国の財政赤字削減が世界経済の最重要課

題として注目されているが、世界一の経済力を誇る

国家が従来純粋に国内問題とされてきた財政運営に

関して国際的な協調を実行しうるかどうかという意

味から、この問題が正に一連の政策協調努力による

枠組みの試金石となっている。また、1992年の市場

統合を目指すECの動向、米加自由貿易協定締結と

いった従来の多国間主義に基づく国際貿易体制の理

念からは異質とも思われる地域内・2国間国家関係

確立の動きも、かかる視点を欠いては全体像を把握

しがたい。

我が国は、その経済を安定的に運営していくため

にも、益々積極的に国際社会で重要な役割を演じて

いくことが求められているが、それは伝統的な国家

間関係のみならず、国際社会の構造的変化をも視野

に入れた協調体制の確立・発展に貢献すべきもので

なければならないであろう。

意文中意見にわたる部分は個人的見解であること

をお断わりします。

「憂j会報告＿〕

（親睦活動委員会〕　石川寿男君
012月奥様誕生

迎田恵美子様．山本幸子様

（庄内分区代理報車〕　新穂光＿郎君
○国際ロータリー第253地区予定（1989年1月～6月）

1月23日～26日　規定審議会（浜田PG出席）

＜シンガポール＞

2月　4日（土）　顧問審議会

第4回諮問委員会　く福島市＞

3月25日（土）　LC．M（ガバナーノミニー歓

送会　　　　　　　く酒田市＞

4月　8日（土）　村上GN国際協議会へ出発

くアリゾナ州　フェニックス＞

4月15日（土）　ローターアクト年次大会

16日（日）　　　　〝　　　　＜いわき市＞

5月14日（日）　会長エレクト研修セミナー

次期分区代嘩会議　く山形市＞

6月　3日（土）　顧問審議会．第6回諮問委員会

地区協議会　　　　く酒田市＞

6月　4日（日）　　　〝　　　　　　く　〝　＞

6月17日（土）　新旧分区代理会議くいわき市＞

7月　3日（月）　ロータリー財産試験予定

○青少年海外短期派遣実施要項

・趣旨　国際情勢の激変と多様化に対処し、地区内

各IAC・RACの叫層の充実と向上支援

のため、年次計画の一環として青少年海外

派遣の研修を開催する。
・派遣日　1989年3月8日（水）～17日（金）

・視察訪問先　国際ロータリー第347地区

・日程（予定）3月　8日（水）　各地より集合

3月　9日（木）　出　国

3月17日（金）　帰　国

・宿　泊　先　ホームステイ

・参加対象　RAC6名、l AC．顧問教師4名

関係ロータリー委員2名

〔ス　マ　イ　ル）

新穂光一郎君　　去る10日、いわき市に参りガバナ
ーから心温まる歓待を受け、帰路

に圧雪状態の月山道路をノーマル

タイヤで危険に脅えながらも、佐

藤元伸さんの手腕で無事帰宅。

斎藤　昭君　　台中港区から連絡があり、30周年

記念に多数参加したい。スケジュ
ールが決まり次第当地に送るとい

う連絡がありました。

佐藤　衛君　　娘が来春山形大を卒業予定で、お

陰様でテレビU山形に就職が内定。

末子で子供の教育も一区別となり、

家族一同嬉んでおります。

荘司俊治君　　去る10日（土）、荘内日報で第14回

庄内歳末助け合いの芸能大会を実

施。昼夜共に大盛会でした。収益

の－一部を鶴岡市共同募金会に寄与

の予定。

〔ビ　ジ　タ　ー〕

鶴岡東R．C　　阿　部　興　二君



（会長報告）　市川輝雄君

本日は多勢の御家族、ゲストをお招きしております。
○このクリスマス家族会に先だっ例会で新会員を発

表出来る事は、何よりのクリスマスプレゼントです。

新しい友を得る事ほど楽しいものはありません。

阿部信矢．三浦恒棋．秋元順雄の三君が所定の手
続きを終了。本日より当クラブ会員として皆様と

共に奉仕する喜びを分ち合うことになりました。

人格、識見ともすぼらしい方達で、必ずや当クラ
ブの発展に寄与されることと存じます。また、新

会員にとっても今日のパーティーは、生涯忘れ得
ぬ夜となる事でしょう。

013日、幹事と共にNHK、鶴岡市共同募金会、市

社会福祉協議会を訪れ、それぞれ歳末助け合い共

同募金として金一封を差し上げて参りました。

叫司H、張紹淵君を自宅にお見舞して参りました。

非常にフ己気になられ、食登まで歩かれて食事をと
っておられました。全快も間近いかと存じます。

0本Hのすぼらしいパーティーを演出しました親睦

委員会、SAAの皆様に厚く感謝申し上げます。

（幹事報告） 若生恒古君
1．新入会員秋元噸雄君、阿部信矢君、三浦恒棋君

が所定の手続きが完了したので、今日から入会と

なります。今日はバッヂの贈呈のみで、27日の例

会において推薦者と本人の挨拶をお願い致します。

○⊂⊃○⊂〉○⊂）OC〉○⊂）○⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂）○⊂）○⊂）○⊂）○⊂）○くつ○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂〉0⊂〉0

3ロータリアン日記　〇月〇日

2．米山財団寄附、スマイル、出席報告は27日の例

会で行います。
3．財団奨学生須田里絵子さんよりクリスマスカー

ドが到着しております。

4．例会変更のお知らせ
・八幡R．C　12月22日はクリスマス家族会の為

日　時　12月22日　午後6時点鐘

場　所　　市条公民館

登録料　　5，000円

12月31日の例会は年末の為、12月24日（土）に

繰上げとします。時間、場所は同じです。
・酒田中央R．C12月30日（金）の例会は年末の為

12月23日に繰上げとします。時間、場所は変

更ありません。

（＿＿竺＿＿＿ス　ト）

菅　原　幸　雄様
中　村　　　紘様
半　田　　　潔様
三　浦　次　雄様
早　坂　　　剛様
安　藤　定　助様
／ト　花　春　子様

長　南　欣　吾様
斎　藤　さゆり　様

斎　藤　かつ子様
イオン　ゴルドン　エ

想えば7年前、皆様のご支援に勇躍して地区ガ
バナーに就任したのは69才でした。公式訪問中不

覚にも脳梗塞で倒れ体調をくずし、曲りなりにも

夢中で重責を果そうと駆けめぐりました。その後
5年間地区諮問委員としての任務も私にとっては

重荷でした。今年7月から顧問審議員となり、や
っと荷が軽くなったと思ったら、如何にせん高齢

宿病となり奉仕を考えても体が思うようになりま
せん。人間は誰でも老と病と死は避け得ないので

すが、今年も有用なPGを数多く失って淋しい。

鶴岡西R．C副会長
鶴岡西R．C幹事
鶴岡東R．C副会長
鶴岡東R．C幹事
エルサン社長

元会員
元会長夫人

羽黒工業高校

交換学生

交換学生の母
リオット様　　交換学生

⊂〉○⊂〉○⊂）○⊂⊃○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂）OC10⊂〉○⊂〉○⊂〉0⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂IO⊂〉○⊂）

そこで皆様へお願いですが、ガバナーは指名さ
れてから10年間位は奉仕すべき体力がほしいので

す。今後わがクラブにガバナーの指名あれば、将

来性ある50～65歳位の若い方を推していただきた
いと思います。

昨今齢のせいか、科学技術の進歩や富の追求は

果して人類のためになるのかとの疑念を持つよう
になりました。文化は地球を破滅しないかなどと

は考えずに奉仕の精神を堅持し、冬至の日より蚤
の一尋（のみのひとひろ）づつ日が長くなる。や

がて花咲く春を待つ四季の移り変りを楽しみにし

ております。　　　　　　　　　石黒慶之助
0

0
0⊂）○⊂〉○⊂）0⊂〉0⊂〉0⊂）○⊂〉OC〉○⊂）OC〉○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂〉OC〉○⊂）○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂⊃OC〉○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂⊃○⊂〉○⊂）○⊂）○⊂〉○⊂〉
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チ這総三二

クリスマス家族会

カール．プッセの有名な詩であります。谷を越

え、山を越えてはるばる幸せの住む所に辿りつ
いて今ると、それは思っていたものと達て三巳　手

開会のことば

クラブ奉仕委員長　佐藤　　昇君
おばんでございます。

今日は鶴岡ロータリークラブの家族会に御案

内申し上げましたところ、何かと忙がしい年末
にも拘わらずクラブ0．Bの方、近隣クラブの会

長幹事さん、交換学生とその関係者の万々、ま
た新入会員と会員御家族等142名の御出席をい

ただき、盛大に開会出来ます事誠に有難く厚く

御礼申し上げます。
これから開会しますが、今日は鶴岡ロータリ

ークラブの親睦委員会の方々が色々趣向をこら

していますので、最後迄ごゆっくりお楽しみ下

さる様お願いして開会の挨拶と致します。

クリスマス　メッセージ

会長　市川輝雄署

皆さんこんばんわ。ようこそ鶴岡R．CのⅩマ
マ家族会においで下さいました。これからの私

はクラブ会長でなく、今日の集いを司祭する一

目牧師としてご挨拶申し上げます。

皆さん、このような詩を聞いたことはありま

せんか。

山のあなたの空遠く　「幸」住むと人のいう
ああ　われひとと尋めゆきて

涙さしぐみかえりきぬ

山のあなたになお遠く

「幸」住むと人のいう。

て、望んでいるものは更にはるかかなたに蜃気丁宕㌻〉
倭の様に輝いてみえます。私達は幸福の幻影を
追ってさすらう永遠の旅人なのです。

しかし、はたして幸せは山のかなたの空遠く

あるものでしょうか。あなたの隣に、あなたの

足元にひっそりと寄り添っている幸せをあなた

は感じませんか。チルテルミテルの青い烏のよ

うに、幸せは身近にあるのです。
さて皆さん、ロータリーは一種の信仰であり

ます。よりよき世界を願う信仰であります。今

日はⅩマスに名を借りていますが、私達ロータ

リーを信奉するものの感謝祭と思って下さい。

今日あることの幸せを神に感謝しつつ、この集
いに好意と友情を更に深めてゆきましょう。

信ずる者に幸いあれ。　ロータリアンの皆様
の上に、ご家族のとに、ゲストの万々の上に、

神よこれからも大いなる恩寵をお与え下さい。

天に星の、地に花のある如く人々に愛を与えて
下さい。

皆々様の幸せを心からお祈り申し上げまして
ご挨拶と致します。

美
人
を
囲
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C丘ri晶て盲揖

銀婚式謝辞

フルーツゴルフ大会　一番上手な人は？

代表　田中錦遺著
借越でございますが、ご指

名ですので受賞者を代表して
お礼の言葉を申し上げます。

本日は、この楽しいクリス
マス家族会の席で「銀婚式」

のお祝いをしていただきまし

て誠に有難うございました。

私共一同感激しております。

振り返ってみますと私共の
の結婚した昭和38．9年頃は、

丁度山形空港が開港したり、

新潟地震の起きた時期でもありました。それから
25年、色々なことがありました。アパートの狭い

六畳一間で始まった私の新婚生活、子供のこと・

仕事のこと・生活のこと等で妻と共に悩み・喜び、

時には激しい喧嘩もしながら今日までやってまい

りました。そして迎えた今日の喜び。「光陰矢の
如し」とか申します。今、私共の足跡を振り返っ
てみますと「もうそんなに経ったのかなあ」とい

う想いで一杯です。

私共は、先輩の皆さんや仲間の皆さんの暖かい

励ましや友情に支えられ「25年」
という大きな、大きな節目を迎

えることができました。

今後は、共に労りながら
共に愛情を深めながら次
の「金婚式」に向けて

これからの人生を歩

んで行きたいと思

います。

本日はどうも

ありがとうご

ざいました。
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良い子にサンタのプレゼント

鶴岡R．Cクリスマス家族会式次第

司会　関原亨司

1．開会の言葉　　　　　クラブ奉仕委員長　佐藤　昇

2．会長挨拶　　　　　　　　　　　会長　市川嘩雄

3．クリスマスソング　　　　ソングリーダー　川上栄樹

（きよしこの夜）

4．銀婚式表彰　　　　　　　　　　　　会長　市川嘩雄

受賞者名　　　　田中錦造．ミキ子夫妻

碓氷節堆．繁　子夫妻

若生恒吉．孝　夫妻
受賞者代表挨拶

5．乾　　　杯

6．ディナータイム

7．ゲーム大会

8．クリスマスプレゼント

9．ロータリーソング

（手に手つないで）

10．閉会の挨拶

閉会のことば

親睦委員長　石川寿男君
皆さん、楽しいクリスマス家族会もおひらきの時

間となりました。まだまだこれからといった処であ

りますが、今宵は本当に有難うございました。また

S．AAと親睦委員の皆さんのご協力により盛大にク

リスマス家族会が開催出来ました事に厚く御礼申し

上げますとともに、今宵ご参加下されました皆様方

のご多幸をご祈念申し上げまして閉会のごあいさつ

と致します。どうも有難うございました。

S．A．A　よ　り

親睦委員のメンバーによる素晴しい演出により、

私達S．A．Aの至らぬところをよくカバーしていただ

田中錦造

碓氷節雄

進行役　皆川光吉

サンタクロース

ソングリーダー　川上栄樹

親睦委員長　石川寿男

フィナーレ・・…・手に手つないで・‥…

き本当に有惑うございました。私共の担当外の事で

すが、会員夫人の出席がもっと多かったら、年一度

の家族パーティーは更に親睦の輪を広め深まったの

ではと思えた一人でした。無事に勤め終えたことに

感謝します。　　　　　　　　　　十荘司俊治一

親睦委員会よ　り

親睦委員会最大の行事であるクリスマス家族会も

会員各位の友情により自粛ムードのうちに、、市川会

長の神を信ずるものに幸いあれのスピーチに始まり

決して華やかではなく、会員家族それぞれに親睦を

深めた有意義な一夜であったと思います。第一ホテ

ルの身心こもった協力、またS．AA委員会の友情あ

ふれる協力に感謝します。　　　　一皆川光吉－

J



（二重∃亡亘j⊃　市川棟雄宕
○ある茶席の床の間に掛けてある一幅の軸に「看々

鹿月尽」（ミヨミヨ　ロウゲツ　ツク）と書いてあ

りました。t’みよみよ12月がもう尽きようとして

いる”なんという鮮烈な言柴でしょう。歳月は人

を待たず、残り少ない日々を惜しむ気持は昔も今

も変りありません。無為に過した日々への悔恨の

思いが鋭どく胸を衝くのであります。

021円、マリカホールでの鶴岡東クラブXマス家族

会に出席して参りました。手際よくスマートに進

められ、ムードに溢れたパーティでした。

〇月始めに近隣4クラブの会長幹事と村上R．Cへ研

修に行ったのはすでに報告済みですが、調べるほ

どに各クラブ共、残からぬ緑があるのに驚いてい

ます。村上城主本荘繁長は400年前、十五里ケ原

の合戦で大山の尾浦城主武藤氏を滅ぼし、戊辰戦

争では列藩同盟に殉じて城が焼け落ちた時、藩兵

の家族が温海に難をさけたりしています。また、

村上藩第十一代の藩主夫人、第十四代藩主夫人は

共に庄内藩主酒井侯の息女、養女をめとっており

ます。隣国のよしみでかなりの交流があったので

しょう。

○愈々私の年度も折返し地点を通過致します。無我

無中の半年で、省りみて内心憧梶たる所もありま

○⊂〉○⊂）○⊂）OC〉○⊂〉○⊂）○くつ○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉0⊂）○⊂）○⊂）OCIOC〉○⊂〉000⊂IO⊂⊃（

呂　ロータリアン日記　〇月〇日
花　嫁　の　父

先［卜．元部下の結婚式で高崎へ行った。
その式場は真新しく、ヨーロッパの古城を思わ

せるかのような豪華な建物と、きらびやかな設備
で、いやがうえにも若い二人の門出を盛り上げて
いる。式次第に従い、宴も順調に進行、趣向を凝
らした数々の演出は二人にとって人生最大のイベ
ントであろう。圧巻は新郎新婦仲良く3度目のお
色虚しの登場である。舞台袖の天井から霧もやの

萱　中を、おとぎの国の王子様とお姫様よろしくゴン
ドラに乗った二人が、甘いメロディーをバックに

舞い降り、挙句のはては熱いttチュー”である。

すが、理事役員の皆様、各委員会の皆様のご協力

により、予期以上の成果をもたらすことが出来ま

した。我がクラブを一つの合唱団とするならば、

会長は単なるコンダクターに過ぎません。前半を

通してすぼらしいハーモニーを聞かせてくれた皆

様に絶大なる拍手を送りたいと思います。そして

年を送るにふさわしく、ベートーベンの「第九」

のコラール「歓喜の歌」を声たからかに合唱しな

がら半年間の幕を閉じたいものであります。あり

がとうございました。

⊂軍事報草」　若生恒吉看

1．クラブ例会の変更

1月第1例会は正月につきご案内の通り休会、

新年第1例会は10日となります。間違いのな

い様。

2，会報到着　　東京R．C

3．ポリオプラス1000ドル以上寄附者には表彰を行

うとの案内が入っております。　回覧中

4．会費納入の件

今日で前期終アですので、前期会費未納者は

入金されるようお願い致します。後期の年会

費は65，000円と30周年記念負担金15，000円

の80，000円の納入となります。

⊃○⊂〉〇〇〇〇〇⊂〉OOOC〉0⊂）〇〇〇〇〇○○⊂）〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇⊂〉〇〇〇〇〇⊂〉〇〇〇

いやはやこちらが気恥しくなるばかりである。披

露宴のフィナーレはお決りの両親に感謝を込めて
の花束贈呈で、いつもながらのお涙頂戴のシーン
である。私はこの時ばかりは自然に、花嫁の父親
に目を向けてしまう。永年大事に育てた娘を花束
1つで奪い去られる無念な顔を。それに比べ隣の

新郎の父親は何と晴ればれとした顔であろうか。
発言、挨拶の場が与えられ、声も高らかにお開き
の大演説である。一方の花嫁の父は打ち萎れ、顔
をクシャクシャさせ、この世の不幸を一身に背負
っているかのように見えるのは、いづれやって来
るであろう我が娘のときの自分を二重映しにして
いるせいであろうか。

中　沢　　進

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0



5．新会員推薦に関する氏名公表

園部実さん（36才）　職業分類．不動産業

有限会社みのり商事代表取締役

鶴岡市長者町10－31

酒田市大字新堀字豊森26－9

6．例会変更のご案内
・余目R．C

日　時　12月30日（金）12時15分点鐘

場　所　　センチェリープラザ　和　心

登録料　1，200円
・立川R．C　12月29日の例会は

目　時　12月28日（水）

場　所　　三ケ沢　三治郎そば屋
・酒田R．C　新年会のため

日　時　1月4日（水）　午後6時点鐘

場　所　元　　助

登録料　　5，000円

7．第258地区東京新都心、R．C認証状伝達式のご案内

目　時　昭和64年4月5日　16時～20時

場　所　　ホテルセンチエリ一ハイアット

蔓録料　　2，000円

申込〆切　3月15日まで　事務局まで

佐々木話彦君
○氏　　名　　阿　部　信　矢君

○生年月日　　昭和21年8月4日　42才

○自　　宅　　鶴岡市大字伊勢横内字伊勢郷22

0職　　業　　斎穀物乾燥調整施設利用組合

組合長
○家　　族　　阿部　　秀様　T　5．6．26生

阿部干津r様　S23．11．26吐

阿　部　み　き　様　S45．12．9佳

阿部隆行様　S47．11．9生

○略　　歴　　鶴岡南高等学校卒

○趣　　味　　野球．スキー

（新会員挨拶）
阿部信矢君

ご紹介にあづかりました

阿部信矢でございます。職

業は農業です。農業でも今

は人づくり、上づくり、一

等米づくりと言うことで目

標をたてて頑張っておりま

すが、人づくりには苦労し

ております。

この間、クリスマス家族

会に参加して皆様の寛大な

というか、豊かな心に接することが出来大変感激い

たしました。私もこのようなすぼらしい先輩のご指

導をあおぎながら、鶴岡口一クリークラブの名を恥

かしめないように頑張りたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

⊂軒盲盲‾面互〕 佐々木話彦君
○氏　　名　　三　浦　恒　神君

○生年月日　　昭和5年1月5日　58才

○自　　宅　　鶴岡市新海町24－26

0職　　業　リリー商事株式会社　代表取締役

○家　　族　　三浦尚　子様　SlO．6．7／壬三

三浦佳奈‾F様　S34．1．28／L

三浦絵里子様　S38．3．20／七

三滴　　亨様　S41．2．28生

○略　　歴　　鶴岡第一高校卒

光陽会会員．白藍社委員
○趣　　味　　油絵．あゆつり．ゴルフ

（亘互亘亘亘二）
三浦恒棺君

只今ご紹介にあづかりま

した三浦恒神であります。

ロータリアンとしては57年

から60年まで酒m東ロータ

リーでお世話になっており

ます。

このクラブは佐々木君、

毛呂月、迎出刃ら3名の同

級生を初め、皆様もほとん

ど面識がありますが、ロー

タリーから遠ざかっておりましたので、何かにつけ

て疎くなっておりますので皆様からご指導を噴きな

がら、ロータリーの一員としていただければ有難い

と思っております。

それから、去年の誕生Rに荘内銀行を退職してリ

リー商事に勤務しておりさ㌻が、損害保険とアメリ

カンファミリーの保険を最扱っております。

今後共皆様のお力添えによって当社が繁栄するよ

うによろしくお願い致します。

中江　　亮君
○氏　　名　　秋　元　噸　雄君

○生年月日　　昭和21年11月30日　42才

○自　　宅　　鶴岡市文園町2－38

0職　　業　　羽黒工業高等学校　校長

○家　　族　　秋元恵美子様　S31．5．9年

秋元　　憤様　S56．3．18生

○略　　歴　　日本大学大学院博士後期課程



日本社会学会員

口本経済社会学会員

0趣　　味　　狩猟．釣り．柔道

日動二輪インストラクター

〔新会員挨拶〕 秋元順雄君
この度ロータリークラブ

の仲間に加えて噴きまして

光栄でございます。

ご紹介のとおり私は社会

学を専攻しております。私

は山形県を大変愛しており

まして、と申しますのは、

イスラエルと似たような、

ちょうどミニ宇宙だという

感じがいたします。で、こ

の地を離れたくないし、趣味の方も自然と親しむこ

と、したがって椅子から立上って活動することに意

義を見出しておる訳であります。

仕事の面から申しますと、現代でこそ、かつての

出羽商人のバイタリティーをもう一度取り戻したい

と思っております。これからも奉仕の勉強をさせて

もらいまして、国際的にも来年1月16日にはオース

トラリア留学年のMIKIE ARLENEさんが成

因に到着致しますので、私共でお預りすることにな

りましたので、ロータリーの名に恥じないような充

分な待遇をして参りたいと思っております。

今後共よろしくお願い致します。

巨マ　イ　ル〕
田中錦造岩　クリスマス会の席上結婚25周年の

銀婚式のお祝いをしていただいて

有難うございました。

碓氷節碓君　　間中さんと同じく銀婚式のお祝い

有難うございました。それから甥

の結婚式にと京して息子と一晩飲

みあかして来ました。

君／仁恒吉君　　私も銀婚式のお祝い有難うござい

ました。

鈴木　肇君　　クリスマス会、親睦委員でありな

がら所用で出席出来なかったので

スマイルをしてご勘弁願います。

冨田利信君　　NHKの歳末助け合いに市民の方

方、またロータリーからも御協力

ありがとうございました。

中江　亮君　　おかげさまで上半期の会員増強も

9名に達することが出来ました。

皆様の御協力に感謝し、下半期も

よろしくお願い致します。

佐々木法度君　　9名の内3名を加入させるよう努

力させられました。有難うござい

ました。

石川寿男君　クリスマス家族会大勢ご参加下さ

いまして大成功に終ったことに感

謝し、又、斎藤昭さんの鹿児島酉

クラブ訪問に随行し、有意義であ

りました。又来年も皆様から沢山

のスマイルのご協力をお願いしま

して、スマイル致します。

斎藤　昭君　　鹿児島西R．Cでメークしたので。

鹿児島西R・Cにメークして

姉妹クラブ委員長　斎藤　　昭君

この度、親睦委員長石川寿男君とやじきた道中な

らぬ、当R．C創立30周年記念に対する姉妹クラブの

鹿児島西R．Cに多数ご参加下さるよう案内万々メー

ク致してまいりました。

21日、鶴岡駅21：34分発寝台特急大阪行きで出発

として鶴岡駅に着いたら若生幹事、中江亮両君が雪

まう夜の寒いにもかかわらずわざわざお見送り下さ

れ、その上心尽しのど一ル、お酒の差し入れ下され

その友情に感激致し厚くお礼申し上げます。列車に

乗り込み早速石川先輩と語りながらいただき、ほろ

よいで寝入り、眼がきめたら京都近くでありました。

朝7：06分新大阪駅に到着、タクシーで大阪空港に

と参り、朝食をすませ搭乗手続。9：50分機上の人

となり、途中上空はよく晴れ鹿児島近くなり桜島が

よく見え、いつも噴煙を吹いているものと思ってい

たが、全く静かなきれいな桜島でありました。11：05

分空港到着。南国特有の暖かさで気温20度、汗ばむ

陽気。急ぎ特急鹿児島市内行バスに上車、約40分で

市内に入り、どの辺で下車したらよいか迷っていた

が市役所前で下車、鹿児島西R．C例会場鶴鳴館へと

急ぎ、12：10分頃到着。直ちにメークの手続き登録

料1，800円。その折幸いにも幹事の岩元さんにお逢

い出来、依頼の会長メッセージ、米山奨学生受入方

書類を度しお願い申し上げたところ、しばらくして

外西会長がみえられ重ねてお願い申し上げたところ

心よく引受け下され、理事会に図り手続きすること

を約束してくれました。また、会長より先に送って

いただいた庄内柿、会員に4ケ宛配布し一同より大

変喜ばれたとのお礼がありました。

例会開催方法はそのところところにより異なり、

特に着席順については気くぼりが必要で、会員は毎

回同一席につくのはどこも同じで色々苦労されてい

ました。当日は委員会毎の席、その都度誕生月、干

支毎にしての工夫がありました。会長・幹事席もメ



イン席でなく、→投の同じ型で演壇を前に会長、幹

事、副会長、副幹事と並びその前に私どもが座り、

他のビジターは末席で驚いた次第です。食事は通常

洋食が多いが当日は弁当であり、食事後例会が始ま

り会長報告、ビジター紹介、その中で鶴岡R．C創立

30周年記念については会員に報告してあるが、本日

わざわざ鶴岡R．C斎藤、石川が来てくれたことを紹

介、後程スピーチをお願いすることを話されました。

直ちに私が30周年記念について行事内容、西郷南洲

翁の志操とする「敬天愛心」を顕彰する記念碑建立
について申し上げ、多数参加下さるようご案内を申

し上げた次第であります。その後幹事報告と続いて
二コニコボックスの際、親睦委員長に前もってスマ

イルされる人は封筒に入れその理由を記して渡して

あり、それにより一人一人読み上げ、その都度スマ

イルをした人は起立され内容を報告されているのが

印象的でありました。

当日は全員クラブ協議会で、当R．Cと異なり委員

長のみの協議会ではなく、会員に内容を知らせるよ

うな協議会のようでした。協議会始まる前にビジタ
ーは退席してくださいとのことで、残念でしたが礼

を述べ退席した次第です。

鮫島志芽太先生は都合のため欠席されてお逢いで

きないのが残念であったが、外西会長より当R．C三

井先生よりの依頼もあり、特別記念講演も内諾され

ている旨の伝言もあり安心しました。会長∴幹事さ

んより30周年記念には多数参加するよう取計い参加

するとのことでありました。

最後になりましたが、当R．Cより志尽しをいただ

いたことに厚くお礼申し上げ、報告と致します。

（国際青少年交換型裏藤…享胤君

昭和63年12月27円

鶴岡ロータリークラブ及び

羽黒工業高校関係者各位

羽黒工業高等学校国際教育推進委員長
長　南　欣　吾

ARLENE MCKIEきん受入

冠省　ARLENE MCKIE　さんの家族j：

り関係各位には既に手紙連絡が在った事と存じ

ますが、ARLENEさんの来日当初の動向は、

次のように推察されます。受入の準備万よろし

くお願い申し上げます。

JL！

1月16日（月）　BRISBANE集合

10：25　JAL778便BRISBANE発

17：35　成田着　小林先生（又は長南）成

凹空港出迎　都内宿泊

佐藤商事銀座案文は都内ホテル

1月17日（火）　佐藤商事表敬訪問、理事長面

談、東京一部見学

13：08　上野発　あさひ317号

17：10　鶴岡着　いなほ9号

長堀教頭、藤川さん鶴岡駅出迎

1月18日（水）　羽黒高校へ登校

8：30　於校長室　学校長、ロータリー会

長、役員3名と面談

8：50　職員朝会　教職員へ紹介

体　育館　生徒全員へ紹介
2の7HR　クラス紹介

学校全休の案内

1月19日（木）以降

挨拶；鶴岡市長、羽黒町長へ。

鶴岡市役所へはロータリーも同行

新聞発表；庄内日報、山形新聞、朝日新聞、

読売新聞

外人登録；鶴岡市役所へ

制服準備；池旧呉服屋へ

銀行口座；OPEN ACCOUNT　印鑑の準備

時間割の作成

鶴岡市内の案内　教会（ローマン・カトリッ

ク）マリア園へ

1月24日（火）　鶴岡口一夕リー例会へ出席

麺　三井　健君
○ファイヤーサイド　ミーティング開催のご案内

年の瀬も押し迫り、皆様には何かとご多用のことと

思います。

情報委員会の本年度活動計画により、下記日程にて
ロータリーについての勉強会と、親睦会を兼ね開催

いたしますので、万障お繰り合せの上ご参加卜さい

ますよう御案内申し上げます。

H　時　　64年1月1侶1（火）

PM6二00′、　ミーティング

PM7二00～　懇　親　会

場　所　鶴岡ワシントンホテル　8階

ガスライト会議室

登録料　　2，000円

⊂米　山　財　団）

本日の米山寄付金　　9，850円

「ビ　ジ　タ　ー〕

鶴岡西R．C　　古川暢　一君



（会長報告）市川輝杜若

○天皇陛下におかせられては100日を越えたご闘病

の末、ご平癒の願いも空しく1月7日6時33分崩

御されました。戦争と平和の激動の中を歩まれた

87年のご生涯は、そのまま近代日本の姿でありま

した。私事ですが、父も陛下と同年でした。その

父がみまかって9年、私はいつか陛下の御姿に亡

き父を二重写しにしてみていましたので、悲しみ

はいや増すばかりであります。

年々歳々花相似たり　歳々年々人同じからず

寒梅を愛された陛下が春にさきがけて凛然と咲く

花を待たず、はやおかくれになるとは…‥ここに

昭和の歴史の終章を迎え、謹しんでご遺徳を偲び

ご冥福をお祈り申し上げます。
○さて昨年は辰年で竜、今年は巳年で蛇であります。

両年にまたがるこの年度はややもすると竜頭蛇宅

に終る恐れがあります。各委員会においては華や

かな30周年行事に惑わされる事なくIt一歩進んで

姿勢よく”気をひきしめて年度後半に望まれます

ようお願い致します。コマは遠心力により倒れず

に廻ることが出来ますが、クラブは求心力、つま

り心を一つにすることにより安定し向上します。

「求心不倒」心を求めて倒れず　これを年度後半

における私の自戒の言葉として、皆様と共に「平

成」の新しい道を進んでゆきたいと患います。

）00⊂）○⊂〉0⊂〉○⊂）○⊂）○⊂⊃○⊂〉○⊂）○⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂）○⊂〉0⊂）○⊂〉○⊂⊃

ロータリアン日記　〇月〇日

年の瀬になると12月早々、日頃疎遠になってい

る海外の友人へクリスマスカードを送り旧交をあ

たためる事にしている。クリスマスカードの交換

は約20年前に留学した西ドイツの友人と、私の家

庭でホストをした米国、オーストラリアからのか
っての交換学生からである。12年前、米国より受

け入れたダイアンは茶道、生花などをどん欲に吸

収し、孟宗汁が大好物であった。今年は中近東で

呂　の研究を終え米国へ帰国し、教職へ就く由である。
萱　真夏のオーストラリアから寅冬の鶴岡へやってき
0
0⊂〉○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂IOC〉○⊂〉○（＝10⊂）○⊂〉（）⊂〉○（⊃○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂〉○（⊃

よろしくご協力の程願います。

○本日一月の理事会を開き次の事項を審議致しまし

た。

（D　オーストラリアからの交換留学生アレン．マ

ッキーさんが愈々17日午後5時10分のいなほで

鶴岡に到着します。24日の例会はマッキーの歓

迎例会として皆様にお目にかかる予定です。

（む　新春早々頼もしい仲間を紹介できることは何よ

りの喜びであります。村上龍男、園部実、嶺岸

稽三の三君であります。すでに顔なじみの方も

あると思いますが、限りない友情をもって歓迎

したいと存じます。後程入会セレモニーを行い

ます。

④　新会員の所属委員会を次の様に決定しました。
三浦恒棋君（SAA）．嶺岸稽三君（会報）．阿

部信矢君．園部実君（親睦）．秋元頓碓君（国際

青少年交換）．村上龍男君（社会奉仕）各委員長

ご指導万よろしくお願いします。

④　次年度において当クラブが地区ライラ研修会

のホストを引き受ける事に決定しました。責任

ある仕事で決して楽ではないのですが、村上ガ

バナーノミニーのたっての要請もあり受諾する

ことになりました。開催は来年の春頃になる予

定であります。

㊥　30周年記念行事もあと100日に迫っておりま

す。各委員会でそれぞれ活動を始めていますが、

⊂lO⊂）○⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉0⊂〉○⊂）○⊂〉0⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂〉OC〉○⊂〉0
0

たジムはカルチャーショックと、気候の変化とい

うダブルショックによく耐え、鼻を真赤にして吹

雪をついて通学した。彼は法律を学び、シドニー

最大の法律事務所で弁護士として活躍している。
本年度はオーストラリアからマッキーがやって

くる。国際理解は人的交流こそ最も有意義であり

彼等にとって海外での経験はきっと一生涯心の財　呂

産となって残るであろう。交換学生のプロジェク　§

トは苦労も多いが、国際理解に対するロータリー　誓

の役割は極めて大であると痛感せざるを得ない0　8

会員各位の尚一層の御理解と御援助を期待したい。8

高橋　良士　　8
0
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記念誌を作製するに当って重要な資料が抜けて
いたりして苦労をしています。各年度において

資料を継続的にまとめておく必要があるかと存

じます。早速ながら当年度の資料保存委員を近

日中指名致します。よろしくお噸い致します。

（む　今月の最終例会31日は時間を変更し、恒例の

たら汁会とします。詳欄は担当委員会より発表

あると思います。

（う　高橋艮士君の御母堂が長寿を全うされ、その

葬儀が1月7日総穏寺において行われました。

クラブを代表して幹事と共にご焼香し、心から

哀悼の意を捧げて参りました。

④　2月早々に30周年記念行事の第3回実行委員

会を開催しますので、各委員会は必らず1月中

に委員会を開催してFさい。

（＿＿幹事報菖つ
若生恒吉看

○会報到着　　鹿児島西R．C、酒田東R．C

O年賀状到着　　台中港区他13通

○例会変更のお知らせ

・余目R．C

l月20日の例会は新年会の為、6：30点鐘

場　所　商工会館
登録料　　3，000円

1月27日の例会は

場　所　　センチェリープラザ　和　心

登録料　1，200円
・酒田東R．C　新年会の為

日　時　1月19日（木）　6時点鐘

場　所　治郎兵衛
登録料　　4，000円

○須田里恵子さんより近況のおたより

○アレン．マッキーさんは1月17日（火）17時10分

いなほ9号で到着しますので会員のお出迎えよろ

しく。

01月第4例会は、鱈汁例会につき6時点鐘、場所

同じ、登録料1，500円です。

〔亘会員紹＿本〕
小松　　稔君

氏　　名　　園　部　　　実君
生年月日　　昭和27年8月8日

自　　宅　　酒田市大字新堀字豊森26番地の9

職　業　　有限会社みのり商事（不動産業）

代表取締役

家　　族　　妻　由　美様　28才

父　武　雄様　63才

母　こがね様　　60才

略　　歴　　山形大学工学部卒業

）

趣　　味　　ソフトボール、お酒

し新会員痙二重）
園部　　実署

只今紹介頂きました園部

でございます。株式会社マ

ルトミの小松社長より推薦

を頂き、会員の皆様よりご

承認を頂きまして今回入会

させて頂くことになりまし

た。まだまだ若輩で勉強不

足でございますが、鶴岡ロ
ータリークラブの伝統を汚

すことなく、諸先輩のご指

導を仰ぎ頑張りたいと思いますので、宜しくお願い

致します。

（亘蚕室二重つ
氏　　名　　嶺　岸　穫　三君
生年月日　　昭和26年7月24日

出身地　　青森県八戸市

上野三郎君

鶴岡市昭和町3－16

富士印刷株式会社

豊　子様　S　5．3．14

ゆ　り　様　　S30．3．22

ま　き　様　　S37．1．25

光　様　　S62．4．9

二男　　匠　様　S63．12．11

略　　歴　　千葉大学教育学部卒業

昭和58年卒業と同時に母校千葉大学附

属養護学校に勤務。主に高等部で進路

指導を担当。60年、嶺岸家二女まきさ

んと結婚、昨年4月から富士印刷株式

会社勤務。

趣　　味　　釣、スポーツ、旅行、読書

特　　記　　全国多発性硬化症友の会事務局長

（新会員挨拶）
嶺岸薩三者

只今ご紹介いただきまし

た嶺岸でございます。伝統

ある、しかも今年30周年を

迎えられる鶴岡R．Cに入会

させていただき誠に光栄と

存じます。

鶴岡R．Cには義父が大変

お世話になった方々が大勢

いらっしゃいます。養父に

恥ぬよう一生懸命務めさせ

宅
業
族

自

職

家 雛
新
妻
朗



ていただきたいと思いますので、よろしくご指導い

ただきますようお願い致します。

年　男　会　員 ス　ピ　ー　チ

「祖父が死に、親死に子死に孫が死に、さてその

つぎはつぎつぎに死ぬ」
一家全部死んでしまうなんてまったくえんぎでも

ない。何がめでたいものかとその人ははじめ大変怒

ったそうですが、家中の者が、年の順に皆天寿を全

うすることが、この世で一番おめでたいことである

という意味だと説かれて、はじめて感じ入ったとい

うこと斉す0

巳は子から始まる十二支中の真ん中の六番目に当

たり、方位にとれば東南の南寄り30度になります。

季節にとれば初夏の五月、時刻では午前9時より11

の間です。
うま

阿部与十郎看
年号が昭和から平成にな

り、大正生れの私は今更に

思い浮べる昔話があります。

お正月のお祝いの席で、

町内のある人から、この世

の中で最もおめでたいこと

は、いったいどんなことで

しょうと尋ねられた一休禅

師が、次のような歌で答え

たそうです。

五行の中では午と同じく火性となっていますが、

午は陽火で巳は陰の火です。陰の火とは灯火、炉の

火で闇を照らし物を温めます。

また、巳という文字自体が象形文字で、蛇の体を

表しています。

人類は、創世期時代から蛇とは深いかかわりを持

ち、知恵の象徴、財運をもたらす神として祭り、信

仰の対象としています。

巳年5月生れの私にとって今年の運勢は厳しい年

になる恐れがありますが、平成元年は私の人生の再

出発点として、老いることのないように「当年とっ

て72歳」ということは「10年取って……」の意味で

すから、62歳のつもりで頑張る計画をたてました。

板垣俊次署
年男のスピーチ、考えて

も見なかった。

巳年、蛇．（／

12支の中で、これほど一番

きらわれる動物はないだろ

う。10中8～9人まではこ

の動物をきらう。なぜだろ

うか？

端的にこれは余り利益につ

ながらないかららしい。

中にはマムシの精力剤・ドリンケンetc一一…、　とし

て売られてはいるが、中味の真意のほどはわからな

い。これが、蛇に似た体形のウナギとなるとどうだ

ろう。余りきらう人はいない。これはもうかるから

らしい。味そのものは、補助調味料でカバーされて

るにすぎない。

ではなぜ、この様に嫌われる動物が12支の仲間に入

ったのだろう。空もとべず、泣き叫びもせず、地面

も一直線に進むことも出来ず、クネクネと蛇行しな

がら－一一一一一、でもいつの問にか行きたい所に行きつい

ていると云う執念を持っているからだ。この動物が

干支（12支）に入ったのも執念の為だろう。最後の

最後まであきらめない。

今年は諦めが肝心と云うこともあるだろうけど、

最後の最後までSurvival（サバイバル＝一生きのこ

る）ことを考えて、やって行きたい。

吉野　　勲署
初春をむかえられ、先づ

は皆様おめでとうございま

す。

併し、大行天皇様のご崩御

は、激動の昭和の時代をす

ごされ、特にご苦労の多か

った戦中戦後を思いおこす

とき、心よりご冥福をお祈

り申し上げます。私も昭和

4年の生れでありまして、

漸く元号も二代を生きると云う事でありますが、益

益気拝を若くし、業務に邁進して参りたいと考え、
へどのように目を見開いて前進し、自分の夢を実現

させたいと思って居ります。昔から蛇にちなんだ諺

は、たくさんあります。



「蛇は寸にして人を呑む」又、「オニが出るか蛇が

出るか」、「蛇が出そうでも蚊も出ない」「ヤプヘ

ビ」「蛇道」等々であります。

果して、今年はどのような年になるのか、景気は上

向きになるのれ各方面の先生方のお話を二日、テ
レビで見て屠りました。上半期はまずまずの調子で

行き、後半に入ってはさびしい状況におかれるとの

予想をして居りました。果して、地方にはそのまま

通用するのか、心配して居ります。

さて、私達英子業界の動向を業界新聞に載ってい

た事をご紹介して、スピーチに致したいと思います。
一般消費者の方々は嗜好商品としての「英子」を、

どのような考え方（基準）で食べているのか、企業

経営者にとって意味深い記事でありました。この調

査は、菓子、食料品を扱っている農水省が一般主婦

の方々をモニターとして依頼し、調査したものであ

ります。家族が間食として食べる飲食料品について

は、男女とも「果物類」がトップで、次いで「せん
べい」「あられ類」が第二位、三位以下では、男性

は「牛乳・乳酸飲料」やスナック菓子だそうです。

女性の方は、漸くここに来て、初めて「和菓子．洋

菓子」が出て参ります。

次に間食の一回当りの金額では、家族員一人当り、

「50円～100円未満」が34％で最も多く、次いで

100円”150円未満が30．5％となって居り、間食

に支出する平均金額133円だそうです。間食をとる

時間帯はとなると、「昼食～夕食の間」が75．8％

と最も多く、次いで夕食後が45．4％などとなってお

ります。どんな時に間食をとるか、「家族団らん」

が50％、次いで気晴らしと気分転換28．9％、以下

お付合、子供が欲しがるからなどとなって居ります。

間食の考え方は、子供に対しては「三食では栄養的

に十分でなく、それを補完する」「生活に潤いを与

える」こととして居り、間食の主流になっている菓

子については、栄養価を十分評価してお買上げ頂い

て居ることを感じました。これら商品を扱う者とし

て、平成元年、尚一層精進して参りたいと思います。

付き合いを深めると、外見と違う性格をもっている

のも巳年生れの特徴とも言われて居ります。

余り長い事しゃべっていては、却ってヤブヘビにな

りますので、これで終ります。

（委員会報告）

（出席委員会）
0年間皆出席

9年間皆出庸　阿蘇司朗君

3年間皆出席　布施隆夫君

2年間皆出席　毛呂陸士君
012月100％以上出席

175％…市川．若生

125％…石川（寿）．中江．斎藤（昭）

012月100％出席　　　　49名

秋野（忠）．阿蘇．藤川．布施．秋野（昭）．
石井．石黒．板垣（俊）．板垣（広）．飯野．

川上．三井（睡）．毛呂．迎田．松田．皆川．

村中．中沢．斎藤（隆）．佐藤（忠）．佐藤（順）

佐藤（衛）．佐藤（友）．新穂．荘司．鈴木（善）

鈴木（弥）．関原．庄司．佐々木．鈴木（肇）．

高橋．丹下．杉澤．笹原（信）．塚原．忠鉢．
上野．碓氷．山口．吉野．日向．小松．来海

阿部（貢）．富田（利）．阿部（信）．三浦．秋元

（親睦活動委員会〕

01月会員誕生

玉城俊一君．板垣俊次君

三浦恒禎君．吉野　　勲君

三井　　睡君．荘司俊治君

忠鉢　　徹君
01月奥様誕生

鈴木　　勝様．毛呂幸　子様

津田満里子様．庄司志津子様

村中和枝様．嶺岸　ま　き様

⊂彿妹クラブ委員会〕
斎藤　　昭君

台中港区にカレンダーを贈る事になっていますの

で、遅くなって申し訳ありませんが、ありましたら

事務局迄届けて下さい。

F‾マイ‾‾‾うり
高橋良士君　1月7日、母の葬儀に多数会葬し

て頂いた御礼。

佐々木詰彦君　クリスマスパーティーの写真を掲

示しておきました。

皆さんに見て頂きたいので。

中江　亮君　　会員増強に協力して頂いている事

に対しての御礼。今年度入会9名、

退会1名ですので、8名の増にな

⊂亘二＿ジタ＿＿三つ

鶴岡西R．C　村山　　貢君

鶴岡東R．C　高野邦夫君



（会長報告）
市川輝雑書

○先日ある会合で、急に挨拶をすることになり、最

近めざましい発達を遂げているカメラのズームレ

ンズの例をひいて、物事を判断する時にいつも固

定したアングルばかりでなく、時には遠くの物を

ズームアップし、時には対象を突き放して広角で

撮るという柔軟な思考が大切といった事を話しま

した。

カメラも電気製品と同じく、その機構が次々と

電子化され、バカチョンカメラと云われて誰でも

写せるほどオートマチックになりました。

毎年西ドイツのケルンでttフォトキナ’’といわ

れるカメラショーが開かれるのですが、日本勢は

いつも世界をリードして高性能なニューモデルを

展示しています。かつてドイツはライカ、ローラ

イに代表されるように世界の王座に君臨し、カー

ルツァイスのレンズItテッサー”などはカメラマ

ンの垂潜の的でした。今そのライカは伝統を踏襲

しながら、使い易さと本当に必要なものだけを組

み込み、高品質レンズを追求することがテーマで

あり、ライカの哲学だそうです。

ドイツ人は「質実」に重きをおき、そして「基

本」を大師こする国民です。カメラに限らず車の

ベンツ、BMWなどアウトバンを走っているのは

「信頼感と耐久力」という名の車であり、クラフ

トマンシップ、つまり職人気質の伝統に息づくド

イツ魂であります。

それにしても、ひたすら機能とデザインを追う

「メードイン　ジャパン」と、「信頼と耐久」と

いう哲学をもつ「メードインジャーマニー」と

の違いがいささか気になるところであります。

01月10日の夜、マリカ「ガスライト」において、

ロータリー情報委員会主催のファイヤーサイド

ミーティングが開かれました。新会員を中心に

16名参加し、ロータリーとは何かがわかり易く解

説され、非常に有意義な勉強会でした。

○オーストラリアからの交換留学生アレン．マッキ

ーさんが愈々本日午後5時10分のいなほで到着し

ます。はるか南半球より不安を抱いて見知らぬ土

地にやってくる少女に対して、出来るだけ多くの

方が駅頭に出迎えて、暖かく歓迎して頂きたいと

○⊂〉〇〇〇⊂）〇〇〇⊂〉000⊂）○⊂）〇〇〇⊂〉〇〇〇〇〇⊂〉OC〉○⊂〉〇〇〇〇〇〇〇⊂〉〇〇〇⊂）OOO⊂〉〇〇〇⊂〉○⊂〉○⊂〉〇〇〇⊂〉OClO⊂）〇〇〇⊂〉〇〇〇〇〇⊂〉○○〇〇〇〇〇〇〇⊂〉

ロータリアン日記　〇月〇日

年末、整理をしていたら善ちゃんからの旧い手
紙が出てきた。旧制山高に在学中の彼から受験浪
人中の私に宛てたもので、消印は21．7．8と判読

され、10銭切手が貼ってある。その後、彼は大学

進学も果さずに病気で逝ってしまった。

善ちゃんとは小学校同学年で、隣町の彼の家に
は度々遊びに行った。半世紀前の話である。真面

目で明るく、学校もよく出来た。腕力は強くなか
ったが正義感が強く、どうしても自説を曲げない

頑固な一面もあった。役場の高級幹部であられた

お父さんとは言葉を交わした憶えはないが、背が

高く、いつもキチンとした装いのお母さんは、遊
んでいる我々に時々声をかけられた。庭に藤棚が

あって、二人がそこで遊んでいるところにお母さ

んが縁側伝いに来られ、三人でしばらくそこで話

した場面の記憶があるが、話の中味は何も憶えて
いない。彼はお母さんによく床屋に行くよう言わ

れていた。善ちゃんは、子供にしては身椅麗だっ

たという印象が強いが、今思うと、これはお母さ

んの影響に違いない。彼には妹さんが一人居て、

我々の遊びに加わることもあった。

上　野　三　郎

00
0
0
∩
）
0
0
0
0
0
∩
V
O
n
V
0
0
0
0



存じます。

14日の夜、住吉においてそのホストファミリーを

招き最終的な打合会を行いました。受入校の羽黒

高校においても万全の態勢をしいて準備している

との事で心強い限りであります。

なお、次回例会はアレンの歓迎例会と致します。

し堅＿＿事報＿＿＿＿垂⊃
若生恒吉君

○例会変更のお知らせ

・酒田R．C

日　時　1月25日　12時点鐘

場　所　ホテル　リッチ酒田

・八幡R．C

日　時　1月21日　午後6時点鐘

場　所　八幡町観音寺　栄町公民館

・酒田中央R．C

日　時　1月27日　午後7時点鐘

場　所　相　馬　屋

登録料　　8，000円

○歴代ガバナー名簿及びピース　フォーラム　ヒロシ

マの会議速報が到着　事務局にて保管中

○会報到着　酒EEl中央R．C、東京R．C　回覧中

○いなほ作業場よりいなほ作業場だより到着回覧中

○例会終了後、市川会長、佐藤副会長、松田理事、

庄司SAA、布施プログラム、佐藤会報、藤川国

際各委員長と国際青少年交換委員会は居残って下

さい。

（新会員紹介〕
佐々木話彦君

氏　　名　　村　上　龍　男君

生年月日　　昭和14年11月26日

出身地　　羽黒町

自　　宅　　羽黒町大字野荒町字北田5番地

職　　業　　加茂水族館館長

家　　族　　妻　　和　子様　S17．3．19

長男　龍　一様　S41．11．28

長女　真　子様　S43．7．7

次女　美　子様　S48．9．6

略　　歴　　山形大学農学部応用動物学

東京・佐藤商事株式会社に入社

昭和41年4月から加茂水族館勤務

趣　　味　　釣り、甲斐犬飼育

特　　技　　庄内竿の制作

（新会員挨拶〕
村上籠男君

御紹介いただきました村

上で御座居ます。大学の大

先輩に当る佐々木氏の推薦

で、この度入会させて頂き

ました。

今後、自分と全く違う職

業の多くの方々とお付き合

い出来る事が仕事の上でも、

人生の勉強の上でも、役に立つものと思っておりま

す。多くの先輩の方々の御指導の元で頑張ってゆき

たいと思っております。

年　男　会　員　ス　ピ　ー　チ

新穂光一郎署

年男だから、えとに付い

て話しをしろという命令が

がりましたが、雑誌からの

受け売りの話もしたくない

し、私位の年代になると余

りその事に触れたくもない

し、蛇というのは余り好い

イメージもないし、という

事で理系の人間として夢やロマンの無い、数字で迫

ってみたいと思います。

A．創立年月日のランク（地区内）

1．郡　山　1936．5　　7．上　山　1957．6

2．山　形　1950．6

3．福　島　1951．1

4．会津若松1952．7

5．いわき平1953．6

6．喜多方　1956．7

8．山形西　1957．12

9．天　童　1958．3

10．米　沢　1958．6

11．村　山　1959．3



次が鶴岡クラブの1959．6となっているが、同年

には酒田、寒河江、新庄などがある。

B　メンバー数のランク（地区内）

1．山形西　　103　　　5．福島北　　　91

2．郡　山　　　98　　　6．山形南　　　88

3．福　島　　　95　　　7．山形北　　　86

4．いわき平　　92

これは10月末のデータだが、鶴岡クラブは8番目

に大きいクラブである。

C　地区内における各分区クラブ数

1．福島県南分区

2．山形県中央分区

3．庄内分区

4．福島県県北分区

5．福島県会津分区・山形県置賜分区

7．山形県中央北分区・福島県県申分区・

いわき分区

10．福島県相双分区

14

12

11

9

8

7

6

D　東北地方に於ける人口10万人以上の都市

（単位：千人）

青森県　　八　戸　288　　　青　森　287．6

弘　前　175

岩手県　　盛　岡　229

宮城県　　仙　台　850　　　石　巻120

秋田県　　秋　田　285

山形県　　山　形　240　　　酒　田　102

鶴　岡　100

福島県　　いわき　342　　　郡　山　287

福　島　263　　会津若松　114

以上14都市の中では鶴岡は最小の街であるので14

番目、但しこのデータは少し古いが順番は変らな

いと思うが、青森・八戸が逆転という話もある。

小池繁治署

今年は巳の年で干支で云

えば己　巳であり、私の

生れ年の昭和4年と同じ干

支になり、いわゆる還暦の

年男になります。昔であれ

ば、60才と云えばチャンチ

ャンコでも着る年でしょう

が、今ではまだまだ若僧の

城を脱けきれずにおります。

今年はまた鶴岡ロータリークラブの30周年に当り

ます。創立後1年位のちの入会ですので、ざっと数

えれば半生をロータリー会員として席をけがしてお

った事になります。しかし、いまだにロータリアン

として胸を張れる状況にいたらず、内心はいささか

恰恨たるものがあります。

蛇の事については諸兄がお話しして下さったので

省略します。フランスの作家ttルナール’’のエッセ

ーとも云える短文集にtt博物誌”があります。大分

前に読んだ本ですので記憶は定かでありませんが、

蟻とか蛙とか蝶とか種々の項に、それぞれエスプリ

のきいた短文が綴られています。蝶などは二つ折の

ラブレター云々とか、しゃれた文があったように記

憶してますが、その中で今でも明確に覚えているの

は巳年生れのせいか知れませんが、蛇の項で、それ

には、tt蛇－長すぎる”としか書かれていません。

この話も長すぎてお叱りを受けるといけませんので

年男のスピーチは以上で終ります。

石井敬三君

私にとって今年は節目に

なる年です。

まず、今年のエトはつち

のと．み（己巳）で、昭和

4年も己巳で、ちょうど伽

年経った還暦の年でありま

す。また、私が結婚したの

が34年で、今年で30年にな

ります。

還暦となって、これまでの人生を振り返っても、

あまり自慢できる事はありません。

今になれば、一昨年、クラブから30年の記念誌を

作る様依頼されて、大変光栄な事と引受けたのです

が、取りかかってから私の結婚30年にもなる年だと

わかった次第でした。つまり、クラブ30年の歴史は

私の半生を調べる事にもなったのです。

30年は人生では大変長い年月です。クラブが昭和

34年に発足した当時のチャーターメンバーは21名で

21事業所の代表者でした。今、平成元年となりまし

たが、勤年経過してみると、21事業所の8事業所は

今はありません。21名のチャーターメンバーもわず

か2名になってしまいました。30年の間クラブに入

会された方は228名でして、144名の方が病気、死



亡、転勤の為退会されました。

私は昨年、クラブ資料を読みながら、人の有為転

高を思い、又、クラブの初期に活躍された方々のロ

ータリーの考え方、生き方に本心から感動しました。

この様に素晴らしい仕事を与えてくれたクラブに

心から感謝申し上げて、年男の所感といたします。

石川一男君

蛇は商いの神様として崇

！拝されているそうですが、

私にとっては疫病神のよう

な動物です。2～3年前に

ゴルフしていた時に、バン

カーに入れたボールの脇に

蛇の姿を見てからスコアは

メロメロになるし、山菜取

りに行けば行ったで、足元の蛇にびっくりして足を

捻挫するし、蛇に対する印象は全くよくありません。

巳年になって大行天皇の崩御、そして4月からは消

費税が実施され、商売の先行きがどう変化していく

のか私には全く予想出来ませんが、何かしら大きな

うねりが始まろうとしているような気が致します。

しかし、今年早々大変嬉しいこともありました。

昨年の10月に家族の一員である秋田犬の「コロ」が

9匹の子供を生みましたが、1匹を残して8匹の行

き先が6日で全部決まった事です。昨年のうちにス

ッキリしたかったのですが、なにしろ大型犬なもの

ですから、残った2匹の行き先がなかなか決まらず

に年を越してしまい。一時は保障所へとも考えたの

ですが、2匹とも5日に話があり、6日にやっと決

まりましたが、もう二度と子犬の生産は止めようと

思いました。

本に書いてあったのですが、秋田犬というのは天

然記念物になっておりまして、生れた子犬が秋田犬

としてふさわしいかどうか、ふさわしくなければ淘

汰すべきであるというのです。素人の私には見分け

がつかず、時間が過ぎるにつれて情が移って、結局

淘汰出来ずになんとか行き先は見つけたものの、今

から考えると冷汗ものでした。

今年は残った子犬を訓練して、展覧会に出せるよ

うに育てたいと思っています。

布施隆夫君

本年は巳年ですのでヘビ

に因んだスピーチというこ

とになりますが、私は巳年

でありながらヘビは大嫌い

なのです。あのグロテスク

な姿、そして毒をもってい

るときては、見るのも嫌な

生物です。

私共のスバルを造っている群馬県の工場の近くの

薮塚町にヘビの公園、そしてヘビに関する飲食物を

売っているところがありまして、何回も誘われまし

たが、一度も行ったことがありませんでした。それ

が、偶々、月刊文芸春秋昨年9月号で読んだ、NH

Kチーフディレクター吉田直哉氏の「長いものが巻

く話－縄文・渦巻文様はトグロを巻くヘビの姿」

という一文で、改めてヘビについて新たな認識を持

ちましたので、ここにその一文をご紹介したいと考

えました。以下、その文章の抜粋です。

井戸尻古墳から出土したミコ像とされる縄文土偶

は頭にヘビをのせています。土偶だけでなく縄文土

器はその縁や把手に躍動するような造形の無数のヘ

ビを這わせています。

縄文ナワの文様といわれ、そのナワ自体が実はヘ

ビを表現している。それも一匹でなく特殊な状態に

ある二匹のヘビなのです。

ヘビはオスがメスを追いかけ、頭からからみ合っ

てのたうちを続け、ついに一本のナワというよりは

シメナワの形のようにしっかりと頼れるのだそうで

す。（詳細は原文をお読み下さい。）

そしてまた、ヘビは脱皮を繰返し、目玉のレンズ

までぬいてきて、それによって新しい身体を得て生

まれ変わる驚異の生物として古代人に敬れてきたの

です。

脱皮という現象がおそらく大地の治癒、再生能に

思えたと同じように、性と性殖の神秘な力が、この

風変りな生物に宿っていると思えたのでありましょ

う。だから古代人は、その生殖の特殊な状態にそっ

くりのナワというものを聖なる形として見たのであ

りましょう。

旺盛な生命力とか、繁殖、豊穣が最大の願いであ

った古代人にとって、聖なるシメナワの原型とした

ものと思われますし、縄文土器や土偶が全身にナワ



を巻きつけた文様をまとっているのも、結局は聖な

るヘビを着て、その力にあやかろうとした願いでは

なかろうかとしています。

吉田氏の文章を引用しましたが、私はこの一文を

読んでヘビとは如何にたくましく、力強い生物かを

知り、そして謹んでお参りする神社のシメナワの下

を通るとき、私もへどのように力強く生きていきた

いと考えた次第です。

以上、新年に当りオトソが廻った状態でまとめた

次第です。

皆川光吉署

昭和4年巳年生まれ、い

たずらに馬令を重ねて60年、

再び生まれた干支にかえっ

て還歴を迎えました。

60年の人生の内、いまだ

に強烈に印象に残っており

ます事とは、終戦を迎えた

昭和20年～21年当時、中学

の目のくらむような空腹のことである。

本年は巳年。巳年から巳年へ、惜むべし竜頭にか

えりて蛇尾となる例えの如く、まさに竜頭蛇尾の年

であります。それだけに勢いに乗じた行動が重要で

あると思います。tt勢い”即ち盛り上り、元気、パ

ワー、気力、エネルギー、はずみ等々、蛇尾蛇足に

ならぬよう頑張りたいと思います。

加藤　　賢君

昭和28年生まれは、R．C

ではまだ最年少です。

私の生まれた年は、たい

ていの会員の皆様は青春期

だったとお聞きしておりま

す。中にはその年に晴れて

「男」になった方もいらっ

しゃいまして、俺の子供で

生時代であります。すでに17年、18年ごろに学徒動

員、勤労奉仕などで自然消滅した運動部がやっと復

活した当時です。食糧がない、物資がないといった

当時、スポーツをやるということは大変な苦労であ

りまして、野球をやっておりましたが、その頃も今

と同じスポーツ店を父が営んでおりましたが、スポ

ーツ店でありながら子供が使うグローブ、ミット、

バット、ユニホーム等まったくなく、先輩が使った

物を借り受け布を貼り当てて修繕したり、棒切れか

バットかわからなくなった丸太棒をかついでバッタ

ーボックスに立った事、もちろんスパイクシューズ

などなく、全員スネまるだしのハダシの大将であり

ました。

しかし、初めて本格的に野球が出来ると、部員た

ちはカッコウ悪さに意を介しなかったし、今、きれ

いに整備された球場でユニホーム、ストッキング、

スパイクシューズに身を固めて練習してる高校生に

は想像もつかないだろうが、石ころだらけの凸凹校

庭で、ノックを受ければイレギュラーして顔面キャ

ッチ、スライディングすれば、むき出しのスネがす

りむける大変な練習だった。いづれにしろ、あれか

ら40数年も経った今、鮮明に覚えているのはスライ

ディングの痛さと、それにも増して練習の終った時

はないだろうなあ…と言われた事もありましたが、

母に確めたところ違うとの事でした。

私がR．Cに入会したのは28才の時でした。今から

7年前の事です。最年少という事で、皆様にかわい

がっていただき、忙しいポストを毎年与えて下さい

ましてありがとうございます。

私共写真館は時間拘束が厳しく、土日は結婚式で

の撮影に、平日は学校の卒業アルバム制作の撮影、

夜は婚礼のお客様との打ち合せと、お客様の指定時

間が私の予定を決めてしまいます。

技術商売なものですから、私のかわりに人を仕事

にやっても良い時と悪い時が多々あります。お客様

にしてみればそれもクレーム対象になってしまいま

す。店全員の技術向上も大切ですが、その店の顔が

ありますので、出来るかぎり私は撮影に出掛ける様

にしております。

よく、「なぜロータリーに」と、人に聞かれます。

それは私の職業が文化的要素が非常に高いからなの

です。古くから写兵師といわれ、写真文化という一

つの地位を先輩達がっくりあげてきましたが、最近

では本当の写真を撮れる人が少なくなってまいりま

した。素人がプロ機材を使って商売する様になりま

した。又、鶴岡ではその様な人が非常に多く、写頁

のレベルを下げております。ちなみに写真館の数は

鶴岡では27店、酒田は9店です。私は写真の兵は心

と考えております。その心をみがく為にも当クラブ



のいろいろな職業のトップの人々とお付き合いして、

少しでも教養と常識を身に付け、心をみがいて職業

に反映していきたいと思っております。

又、新しい分野でありますデザインと写真の向上

を、若きデザイナーと共に鶴岡で運動していきたい

と思っております。何かの機会に皆様にお願いする

事があると思いますので、その時はよろしくお願い

致します。

（委員会報告〕

（社会奉仕委員会）
迎田　　稔君

1月30日の鱈汁例会は予定通り行います。登録料

は1，500円、オークション用として2，000円以上の

品物を各自持参して下さい。尚、品物のない方は、

現金2，000円をいただきますので、どうぞ宜敷くお

願いします。

（国際青少年交換壷頁妄〕
藤川享胤君

本日（1月17日）オーストラリアからの交換留学

生アレン・マッキーさんが、午後5時10分のいなほ

で来鶴しますので、多数の方の出向えをお願いしま

す。

ロータリーの友1月号

「ここが見どころ」
ヨコ組

全世界にロータリーを拡大するために……P　4

ロータリークイズ………………‥・…………PlO

余韻の楽しみ・…………………・・……………P13

ロータリーはそれでもなお「昼食会」なのか

…………P14

職業奉仕賞を授与……………………………P49

クラブ会報コンクールに張り切る第253地区

…………P56

r一一●胴丘だ尺等COR」Vg尺H
l

i今年もよろしくお願い申し上げます0

‡家庭用晶より総合建築金物まで
l

株式会社三　井　商　店

i　　銀　座　店℡24－1350㈹
l　　　みどり町建材部　暦24－5185㈹
l

タテ組

高くつく万引き………………………………‥P7

（ス　マ　イ　ル）

石川寿男君　　孫が習字で金賞をいただきました。

又、村上龍男君の入会を記念して。

佐々木詰彦君　　村上龍男君の入会を記念して。

斎藤　昭君　　先に募集していたカレンダー、皆

様の協力で多く集りました。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C　　加藤有倫君

鶴岡東R．C　　佐藤　　憲君

温海R．C　　五十嵐　清君

．‡．ふ・
ノ　ろ　ゆとりと安心をお約束

昔ご基金保険新書場＿ン

・資金使途／個人年金保険の一括払い保険料としてど利

用できます。・ど融資金額／1，000万円以内で一括払
い保険料全額を、ど融資いたします。

地元とともに

鶴岡信用金庫
▲一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・ポリオプラスを成功させよう　世界社会奉仕委員会－j



〔会長報可
市　川　輝　雄君

暦の上では大寒も過ぎたのに、一向に積雪の気
配がありません。異常気象が天変地異の前兆でな
いことを祈ります。

17日、鶴岡駅にアーレンさんを出迎えました。大

勢の会員の皆様お忙しい所有難うございました。

心なしかアーレンもホっとした様子でした。御礼

申しあげます。
18日、クラブを代表して、佐藤昇副会長始め、松

田、藤川、若生の諸君がアーレンの受入校である

羽黒高校を訪問、ご挨拶努々お願いしてきました。
19日、市役所記者クラブへ、アーレン、秋元校長

と私達役員も同席して記者会見し、引続いて鶴岡

市長を表敬訪問懇談しました。市長も国際交流に
は熱を入れていますので、アーレンの来訪を大い

に喜んでくれました。

同夜、会報委員会の研修会が長山事において催さ
れ、後半の取り組み方について検討が行なわれま

した。いっもながら委員会のまとまりのよさに感

服、この委員にしてこの会報ありとうなずかれま

した。

軋軍報岳つ
若　生　恒　吉君

RI日本支局より　ポール・ハリス伝記邦訳の刊

行　案内一部6200円、事務局へ申込みして下

さい。

0ロータリー財団寄附　　　7，977円

ゲスト＆ビジター

庄内交通ガイド　武　田　和　子様
立川R．C　　　滝　　　禅　源君

◇台中港区からのメッセージ◇

拝啓　鶴岡RC会長及び会員の皆様
大変長らく御無沙汰致しました。貴国の裕仁天

皇陛下が本月7日御崩御されました事に対し、本

社社員一同を代表し、心から哀悼の意を表する次

第であります。又、それに伴い貴国の年号が「平

成」と改号されましたとの事、日本が悲しみの中
から新しい平和と成功の道を歩まれる事をご期待

申し上げます。

本年4月の貴クラブ創立30周年記念式典参加の

為、今祝賀表敬団の結成準備を進めております。
皆々様のご健康を祈念致しております。

1989年1月14日

国際扶輪社　台中港区扶輪社

社　　長　　　高　源　桂

国際服務主委　陳　克　己　　啓上

ロータリアン日記　〇月〇日
戯　言

穏やかな正月、歌会始めの御題「晴」に肖る様
に快晴である。天気の良さに誘われて、家族と一

緒に、歩いて初詣でに行く。空気が大変美味しく、

冷たい風が膚に心地良く感ぜられる。昭和39年東

喜京オリンピッックが開かれた年、早稲田大学の学
9生だった大西七郎さんら学友数名が、何となく、

呂あちらこちらを歩いて見ようじゃないかと言う事
呂で発足した㈱歩け歩け協会が高令化社会になりつ

9つある為か、各方面から大変関心が集り、脚光を
0　リ、一．＿．　＿．　▲＿丁．」，　．

浴びているとの事。世の中総てが、先を急いでス

ピードだけを競って進んで来て世界一の債権国ま

でになったが、色々な面に歪みが出て来て、世界

から批判される立場になった。ここ庄内にも空港

が出来、高速道が整備されると、猛スピードで物

資と情報の洪水に見舞われそうである。それを地

域のものとし、取らえられるか、押し流されるか

ば各自の心構えが大変重要になると思われる。歩

く速度にスピードを落とすと視点が変って草や木

も小鳥の咽る声も新鮮に感じ新しい世界が開かれ
てくるのではないか、芭蕉翁が奥の細道を辿って

から3百年に当る今年是非その道を歩いて見たい。

（天皇崩御の為歌会始め中止）　　高田耕助
⊂⊃○⊂〉0⊂〉○⊂〉○⊂〉Ot＝事○⊂〉○⊂）○⊂）OCIO⊂〉○⊂⊃○⊂〕○⊂lO⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂〉0⊂〉C



Ⅶ∋lcome！tolもuruoka靂
歓迎のことば

クラブ会長
VeryVeryWelcomeMiss ArleneMayMckie

真夏のオーストラリアから一足飛びに冬の日本

にようこそおいで下さいました。

ホストクラブである、鶴岡ロータリークラブ一

同、心から歓迎申しあげます。
当クラブは、今までアメリカやオーストラリア

から沢山の留学生を迎えそして送りました。今で

もその人達から、楽しかった留学中の思い出など
なっかしい便りが届いています。

僅か一年の期間は忽ち夢の様に過ぎてしまいま

す。幸いアーレンさんは日本語の会話も少し出来
るようですし多くの友達をっくってお互いの理解

を深め小さな親善大使として国際交流の役割を果

して下さい。なれない気候で、かぜなどひかぬ様、

注意して楽しい毎日をお過し下さい。

先ほどから、流れている曲は、オーストラリア

の代表的民謡「ウォーシング・マチルダ」ですが、

NHKの富田君のご好意で仙台からとりよせたテー

プです。あとでコピーしてさしあげますのでホー

ムシックにかかりそうになったら、これを聞いて

元気になって下さい。
GoodLucktoYou！

青少年交換委員長・カウンセラー
藤川　亨胤君　談

アーレンについての予備知識は、アプリケーショ

ンによってある程度知っていましたが、駅頭に出

迎えてイメージ通りの素敵な娘なので一安心しま

した。

とにかく芯の強い頑張り屋で、しかも陽気でお

転婆という代表的なオーストラリア娘じゃないか

なあ，彼女のカウンセラーとして、この一年間の

成長振りが大いに楽しみですよ。

謝　　辞

交換留学生　7－レン・マッキー
みなさん、こんにちは。私は、アーレン・マッ

キーです。私は、オーストラリアのクイーンズラ

ンド州のサリーナという町から釆ました。お父さ

んは、港湾で働いています。お母さんは、小学校
の先生です。兄弟は二人です。お兄さんのデービッ

ドは会計士見習として働いています。弟のコリン

は、今五年生です。来年卒業します。

私のためにこの会を開いて下さってありがとう

ございます。そして、私をこの美しい国に招いて

下さって本当にどうもありがとうございました。

私はここできっとすぼらしい時を過すことができ

るでしょう。（拍手）

（アーレンズメモ）

生年月日1971年8月23日生れ　（17才）

聖ウースラカレッジ　5年卒業

（全寮制女子校）
バスケットボール部

エアロビクス　インストラクター

▲　〝MCKIE’S House rn SARINA”
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アーレン“独占”インタビュー

松田国際奉仕委員長

1．アレンさんのニックネームはなんですか？

（答）私のニックネームは“ロリーナ”といい

ます。
2．あなたの町を紹介して下さい？

（答）サリーナは人口六千人ぐらいの町です。
サリーナでは、サトウキビやミルクを採る

牛がたくさんいる町です。サリーナは海に

近い町で、その海はとても美しいです。サ

リーナビーチの近くです。

3．日本に来ての第一印象は？

（答）日本はとても美しい町だと思います。で

も人がたくさんね。（笑い）

4．あなたは日本にどんな期待をもってきました

か。又、どんなことをやりたいと思いますか？

（答）日本の人々と一緒に暮すことをとても楽

しみにしてきました。そして、日本の文化、

歴史、言葉をみにつけたいと思います。
5．将来どんな職業につきたいと思いますか？

（答）私は日本語を教える先生になりたいと思
います。

6．大変日本語がお上手ですが誰に教えてもらい

ましたか？

（答）日本の学校で五年間ぐらい勉強しました。
オーストラリアの女の先生と日本人の女の

先生が教えてくれました。

▲斎藤鶴岡市長を表敬訪問

鶴岡ロータリークラブ青少年交換歴

Aアーレンのご家族　左から父上、兄、母上、弟

アーレン・M・マッキーさん

を迎えて

羽黒工業高校長　秋元順雄

鶴岡駅に迎えた、国際親善使節は、駅頭の夜景
に、「椅麗」と言って顔を輝かせた。日本への留

学決定に、飛び上がって喜んだと書いてきた彼女
の母の顔が浮んだ。旅の疲れも見せない、真夏の

国からやってきた留学生の大きな期待に応えよう
と思う。登校三日後、もう一人のシアトル市から

の留学生は、「アーレンさん、日本語とてもうま

い。僕、恥かしい。」と私に言った。語学は、女

性が上手と相場は決っているが、彼女には、これ
からの一年間を短いものとなし、ひしめき合った

家々に住む日本人が持つ、伝統と文化をたくさん

持ち帰って欲しいと思う。

受　入　れ ���派　　　遣 

年度 �国 �氏　　名 �年度 �国 �氏　　名 
1966 �米 �アイリ　ン・エアハルト �1965 �米 �三井玉男 

1974 �米 �バーバラ・クレーマー �1975 �米 �伊藤久美 

1976 �米 �ダイアン・メタ・シュルツ �1975 �米 �斎藤太一 

1977 �豪 �ブレントン・スコットハント �1977 �豪 �小池志保 

1978 �豪 �ジョン・R・アットウッド �1977 �‾古 家 �清野千栄子 

1979 �豪 �ジェムズ・M・グリフィス �1977 �せ 家 �木村日出夫 

1985 �米 �ジェリー・E・マックレー �1978 �豪 �梅木江里 

1989 �豪 �アーレン・M・マッキー �1982 �豪 �伊藤絵理 

1983 �米 �新穂　恵 

1985 �米 �伊藤久美 

1989 �豪 �斎藤さゆり 
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〔ゲストスどこ享⊃

旅　あ　れ　こ

本日は、ロータリーク

ラブ例会にお招き頂きま

して本当に有難うござい

ます。

私達は、職業柄「旅と
は何か」と常に考えさせ

られます。人間と言うの

は昔から旅好きだと思い

ます。計画を練り始めた段階から行く前までの喜
び。また、旅先でのほのかな期待、不安。旅は、

人の心を啓発してくれ、あくせくと働く人には本

当に安らぎを与えてくれると思っております。

年間800万人以上の人々が海外へと旅立って
いる、世はまさに海外旅行ブーム。国内では、観

光客が大勢訪れるのは、北海道。そして九州、四
国、中部、沖縄、近畿、関東、関西の順。残念な

事に東北は僅かに数パーセント。東北は「みちの

く」と言われています。これは、「道の奥」がな

まったものです。およそ見るべきものの少ない辺

都な土地柄と言う意味です。
山形県は、平成4年の「べにばな国体」に向け

て躍進しようとしている訳です。県外から来て頂

くお客様に、庄内は山あり、川あり、海あり、い
で湯ありの風光明媚な土地柄であることを強調し

ています。今年は、芭蕉300年祭。多くのイベン

トが企画されており私たちもガイドに力を入れさ

せて頂いています。

県外のお客様に庄内の印象はと訪ねますと、自
然、素朴さがいっぱい、おふくろの里、静で、控
え目で、発展なき所、寒くて、遠くて、暗いなぁ

と言う声が聞かれます。目的はと問いますと、憧

れです。やはり見知らぬ土地への憧れでしょうか。

その土地の風俗、習慣、人情、土地の温かさを求

めて頂きながら何か一つ思い出を作って帰って頂

きたい。場所を見て心に触れて頂きたいと願いま

一一●丑膵財RgR等CORⅣgR

れ　（要　約）

庄内交通ガイド　　武　田　和　子氏

す。旅の目的はこれから益々多用化し、個性豊か
なスタイルと変っていく傾向が強いと思います。

私たちが、素朴な驚き新鮮な感動を受けて下さい
といっても難しいようです。したがって案内のパ

ターンも変って来ています。昔は喋り通し、これ

で満足されていたのですが、今はカラオケ、ビデ

オが普及いたしました。ガイドにも話術、演技力

が必要というところです。

ガイドとして入社すると、3ケ月は見習い、1年

で管内、2年で近県、3年で東北、それ以上になる

と全国を回ります。「おまえだば、どごさでもタ

ダでいがれでいいもんだの－。おれもガイドにな

ればいがった。うらやましいの－」一見華やかに

見える職業なのでしょうか。実情は、朝は暗いう
ちから、夜は人が寝てから帰り、明日のガイドの

準備、いい案内が出来ず緊張の連続、挫折の連続
で心の休まることがありません。しかし、家族の

支えとお客さんの温かいお言葉、「ありがとう、

楽しかったよ。」「また、ガイドさんと一緒して

の－。」に勇気を持って、マイクを持ち続けたい

と思います。まだまだお話したいことがあります

が、終わらせて頂きます。

〔ス　マ　才‾亘つ
日向一男君　日産の荒井社長から仕事をいただき

ましたので。

藤川亨胤君　新聞紙上に出たそうですので。マッ
キーの外国人登録が本日市役所にお
いて無事済みましたので。

松田士郎君　国際奉仕委員長としてアーレンが無

事到着いたしましたので。

秋元順雄君　週4回4時間、日本語を教えること
になっていますが、お聞きのように

大変日本語が上手で、教えるのに楽
をさせてもらえそうなので。

●－－－－－－－－●1－－－－－－－－－－－1

医療法人宮　原　病　院‡
l荘内三菱電機商品販売株式会社

山形県鶴岡市上畑町5番4号
TEL（0235）24－6161㈹

FAX（0235）25－1070

▲－－－－－－－

消化器病センター・成人ドック・内科
循環器科・内分泌科・外科・小児外科

院長　高　橋　良　二

TEL（0235）23－3311㈹‡

ポリオプラスを成功させよう　世界社会奉仕委員会－j
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既報感
（会長報阜）市川輝杜若
01月24日、30周年の総務委員会を開き、タイムス

ケジュール、その他の基本的な準備について打合
せを行いました。

01月25日、姉妹クラブ委員会では毎年、台中藤区

扶輪社に贈呈しているカレンダーを厳選して120
本程発送しました。きっと喜んで頂けるものと存
じます。

○さて、今夜は待望の鱈汁会であります。当代きっ

ての女流歌人、馬場あき子さんは黒川能のよき理
解者であり、時々当地に来られるのですが、寒鱈
を歌った一首があります。

腹裂けば虹たつ如し寒鱈の
臓腑はよよと流れいでたり

その内臓もガラも鍋にプチ込んで、フーフー云い
ながら食べるのが庄内伝統の味覚、どんがら汁で
あります。材料の僅かなサジ加減によって、味は
微妙に変化すると云われていますが、調理士の肩
書きを持つ新穂君の今夜の出来栄えに大いに期待
しましょう。寒さの一段ときびしい時ほど、どん
がら汁はおいしいそうです。冬の夜長をオークシ
ョンなど楽しみながら酒を酌み交し、」百の親睦
を深めたいと存じます。又今夜は、交換学生のア
ーレンさんもゲストで参加しております。

（有事報告）　若生恒吉君
○例会時間、場所変更のお知らせ

・温海R．C　あんこう食べ例会の為

日　時　　2月6日　午後6時点鐘
場　所　鼠ヶ関　喜多八旅館
登録料　　3，500円

○⊂）○くつ○⊂）000⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂）0⊂〉○⊂〉0⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂）○⊂）Ot＝〉○⊂〉○⊂⊃0⊂〉0

呂ロータリアン日記　〇月〇日

・鶴岡西R．C　鱈汁例会の為

日　時　　2月10日　午後6時30分点鐘
場　所　大　山　楼

登録料　　4，000円
・鶴岡東R．C　鱈汁会の為

日　時　　2月8日　午後6時30分点鐘
場　所　ホテル　五番館
登録料　　4，000円

〇第4回クラブ協議会を2月14日、午後1時30分か

ら産業会館4階第1会議室で行います。
○板垣広志君の御尊父．板垣広吉様が昨日1月30日、

午後4時10分、心筋こうそくで御逝去されました。
享年84歳でした。謹んでおくやみ申し上げます。
葬儀は2月6日午後1時、陽光町総穏寺で社葬に
て行われます。

⊂套亘会報‾章⊃

（二重堅塁唾垂つ　石川寿男君
皆さんお晩でございます。
さて、本日の例会は例会時間を変更させて頂きま

して恒例の鱈汁と、皆さんにご寄贈頂きました品々
のオークションを行います。鱈汁につきましては毎
回、新穂君に調理をお願いしておりますが、その味
は一流料亭以上と云われております。温かい鱈汁を
ご賞味願います。

又、オークションの売上げはご存知のように、ク
ラブの財源として社会奉仕に活用されますので、大
いに奮発してお買上げ下さるようご協力をお願い致
します。本日は久しぶりの夜の会合でございます。
お時間の許す限りごゆっくりご歓談下さいますよう
お暗いを由し上げまして、ご挨拶と致します。

先日、小用で名古屋へ行った。鶴岡から新潟へ、
新幹線を乗り継いで6時間半を要した。車中、酒
を飲みながらレーガン時代のCIA長官を描いた
「ヴェール」を読んで時を過した。
実は10数年前、名古屋に勤務していた。自分の

話言葉に名古屋弁が突然登場したり、地理的にも
分っており、名古屋という地が自分に、それなり
に溶け込んでいると思っていた。名古屋駅に降り

誓　立ったのが午後6時頃。みゃ一にゃ－言葉が其処
0　．LレムnIプ巨8⊥、J（　　血ヒ＋、〟y．ナ　＿ト．月順lJL．中、ノ　ー二此処に聞かれ、懐古巡らす間もなくラッシュにぶ

つかってしまう。一年前までは、横浜東京間を嫌

と云う程、人温みにもまれ生活していたのに、今
は流れのスピードについて行けない自分を見、一
人苦笑してしまう。更には、栄・今池・広小路と
地名は変ってはいないが、地下鉄から地上へ上る
と、かつての景観の一部でもと探すのに、はたと
立ち止り、足踏みしてしまう。十年昔日の思いで
ある。今も変らぬ店でt’ミソ二コミ”ttミソかブ’

を食べ、早々の帰路についたが、「偉大なる田舎」
と陰口を叩かれながらも急速に変貌している。
帰鶴車中も「ヴェール」の世話になり帰宅する

とTVは、仙台在住の中国人兄弟の中国での相次
ぐ行方不明事件を報じていた。

川　上　英樹
0
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新　年　た　ら　汁　会

2月7日のプログラム予定

○新入会員スピーチ　　三浦恒載君



－．．．＿試、、至、責

（会長報告）
市川輝雄君

02月4日は春立ちかえるという「立春」。梅の蕾

もふくらんできてtt正に春は枝頭にあり’’と口に

出そうな陽気であります。

01日の日に初めて交通事故を体験しました。112

号線を山形に向けて走る車に同乗していたのです

が、月LL日、ンネルの入口を少し入った所で、工事

中一時停止の信号に気づいた前の車が急停車した

のです。あわてた私の車のドライバーは、車間距

離のなかった事もあり、急ブレーキが間に合わず

追突しました。突磋にハンドルを切ったようなの

ですが、右側に飛び出していれば、丁度対向して

きたダンプカーと正面衝突するところでした。

助手席でうたた寝していた私は激突した瞬間、両

足からのショックで背骨がガクンときました。ま

だ痛みが抜けないような不快な感じがします。前

方に注意していれば危険を察知して身を屈めたり

防衛本能が働くのですが、寝ていて無防備な状態

であっただけに精神的にも、肉体的にもショック

が倍加しました。

人生一寸先は闇です。皆様も交通事故には充分

お気をつけて下さいます様に。昔は男が一歩門を

出れば7人の敵が居ると云われました。今は7台

の車が待ち構えているということになります。

02月4日、30周年の各委員会合同会議が開かれま

した。プログラムがおおよそ具体化され、予算面

も更にきびしく圧縮されました。9時頃まで食事

もとらず審議を重ねて、大変ご苦労様でした。

02月6日、板垣広志会員の御父君の葬儀が総穏寺

に於いてしめやかに執り行われ、遺徳を偲ぶ人で

溢れました。クラブを代表し会長・幹事参列し、

ご冥福をお祈りして参りました。

○本日、定例理事会が開かれ、次の事項を審議決定

しました。

①　3月第2例会日に「東北電力」を職場訪問の

ため例会場変更の件。

㊤　国際花と緑の博覧会協力金の件。

④　2月14日第4回クラブ協議会開催の件。

（め　次年度役員選出の件。

㊥　253地区Ⅰ．A．C北ブロック交歓研修会の件。

㊥　地区分割アンケートに関する件。

○⊂）〇〇〇〇〇〇〇⊂）〇〇〇〇〇〇〇〇〇⊂〉〇〇〇〇〇⊂）OC〉○⊂〉〇〇〇⊂〉○⊂〉0⊂〉〇〇〇⊂〉〇〇〇〇〇⊂〉OC〉○⊂）〇〇〇⊂）〇〇〇⊂IO⊂）〇〇〇〇〇○○⊂〉○⊂〉〇〇〇⊂〉〇〇〇

ロータリアン日記　〇月〇日

先日、山形で東京ディズニーランドの社員教育
担当常務の北村和久氏のお話しを聞くことが出来
た。従来の日本の、我々の社員教育とはその発想
からして、まるで違うことに気がついた。

東京ディズニーランドにはこの5年間で6千万
人以上の入場者があったそうです。その中でも一
番多く足を運び入場された方は、なんと210回と
いう数をかぞえるという。この原因はいったい何
であろうか？！本場のアメリカでさえ、年間300

万人というのに、この驚異的な数字はいったい何
から生れてきたものであろうか？！

これはまさしく、東京ディズニーランドの社員
0
0くつ○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂〉○（⊃○⊂）○⊂）○⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉0⊂）○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○（⊃0⊂〉○⊂）

教育であり、単なる面白い、素晴らしい、美しい
というだけでなく、キャストとゲストが、一つ一
つの心の感謝と、一つ一つのコミュニケーショ〔

によって演出された、いわば、東京ディズニーフ
ンドそのものが舞台であり、常に初演を演じてい
るというキャストのマニュアル化された行動から

来るものであったという事実です。
そして、それらによって生れた感動が、キャス

トからゲストへと直接的につながっていったとい

うことに他ならないと思うとのことでした。
この感動教育こそ、これからの日本の教育に是

非必要なものだと、私も感動させられました。

阿　蘇　司　朗
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⑦　べにばな国体県民運動推進協議会参加の件。

（幹事報告）
書生恒吉君

○会報到着　東京R．C、鶴岡西R．C、鹿児島西R．C

O例会場所・時間変更のお知らせ

・立川R．C　たら汁例会の為

日　時　　2月16日（木）　午後6時点鐘

場　所　庄内ドライブイン

登録料　　4，000円

（＿ゲストスピーチ〕

世　　　界

皆様こんにちわ。私は、

鶴岡ロータリークラブは2

度目です。前回は10数年前

になりますが、中南米専門

に出たり入ったりの生活で

したが、今回は全世界をく

まなく歩き回っています。

アメリカ．ロサンゼルス

に家を構え、北米、カナダ、中米、南米、ペルー、

日本では東京中心に大阪、京都、岐阜、石川、熊本、

山形、神戸と分きざみに動いております。

神戸では国際児童文化交流協会の理事を務め、働

く青少年への講演。又、成田で空港職員に対してサ

ービス業についての講演をさせて頂きました。そし

て、日本政府が公的に動けない状況下にある場合、

私が裏方となって相手国と交渉、受け入れ体制をつ

くる仕事にも従事し、東南アジアの政府の要請で動

くことも多くあります。

ここに台湾のバナーがあります。台湾には外交関

係のない国が沢山あります。メキシコもそのひとつ

なのですが、私には強力なコネがあり、3年がかり

で、メキシコで行われる国際会議に34名の台湾の人

の入国を認めさせたことがありました。私のやる仕

事は’100％ェラーの許されないもので、神経が休ま

・余目R．C

日　時　　2月10日（金）12時15分点鏡

場　所　センチュリープラザ　和　　心

登録料　1，200円

2月17日（金）はLC、J．Cとの合同例会の為

日　時　　2月16日（木）　午後7時点鐘

場　所　センチュリープラザ　和　　心

登録料　　3，000円

OR．Ⅰ日本支局友の会　89－90年度ロータリー全国

会員名簿の注文依頼1部3，500円　事務局まで

と　　　私

インターナショナル　コーディネーター

ラテンアメリカ観光組織連盟極東支局長
ペルー政府観光省極東大洋州支局長

百　瀬　恵美子さん（三光町出身）

らない生活です。

防災都市研究所の顧門をしていて、メキシコ、ア

ルメニアなど災害があれば、3日後に日本政府の依

積でコーディネーターとして出掛けます。

私のこれまでの生活は、常に「紅一点」「最年少」

という言葉がつきまとっていました。NHKや共同

通信の記者が私の所に来て「こんな大任を果せます

か？」とインタビューします。私は、やってやれな

いことはないんだという信念で生活して来ました。

私が今の仕事をやるきっかけになったのは、パナマ

の将軍との交流でした。この将軍の元でスキューバ

ーダイビング大会があり、紅一点で私が参加しまし

た。その大会で勇敢な日本の女性であるということ

で、国賓待遇で6ケ月間滞在しました。そのとき、

パナマの国警隊長の紹介で中米、南米の大富豪に賓

客としてもてなされ、太くて強い人間的きずながで

きました。

私は慈善事業が大好きです。困っている人を見て

られない性格で、頼まれれば100％完壁にこなしま

す。そういう意味で、各国から名誉市民として表彰

されています。人からの感謝はお金では買えない大

事なものだと思っています。この気持ちを若い人に

広めたくて、講演のたびに話しをさせていただいて

います。



最近よく国際化ということが言われています。テ

ン・ミリオン計画というものを政府が計画している

そうです。多くの日本人が外国へ行ってお金を沢山

使うということだそうですが、日本人のマナーの悪

さをよく耳にします。特にアメリカで日本の学生の

ホームステイを断わろうという動きがあります。日

本人はわがままで、日本の家庭をそのままアメリカ

に持ち込む。お金はいらないから、どうぞお引き取

り下さいということが多いのです。経済的には豊か

になっても、精神面の貧困が今、大きな問題です。

私のモットーは個性的に生きることです。日本人

は人目を気にして、自分の考えが言えない。全く個

性的ではないのです。個性的で充実した一日を過ご

すことが人生を豊かにしてくれます。

私は、男性に絶対負けない自信があります。私は

完壁・完全主義者で、妥協はしません。今までもそ

うして生きてきて、これからもそうありたいと思っ

ています。

さて、私も鶴岡の出身者として、この町は可能性

を秘めた町だと思います。駅前が大変きれいになり

ました。しかし、建物をきれいにするばかりでなく、

もっと文化的な事柄を育てていったら、国際都市と

しての発展が期待できると思います。私もその一助

になればと思っています。

今日はありがとうございました。

〔青少年奉仕委員会）

青少年功労賞　羽黒工業高校生徒会へ

一人ぐらしの老人のために学内チャリティーバザ

ーを行ない、売上げを全額羽黒町に寄附した事に対

し表彰を行った。

〔謝　　　辞）

羽黒工業高等学校長　秋元順雄君

本校普通科の生徒の企画により、生徒会と全職員

がチャリティーバザーに取り組んだ。地元のご理解

を得、目的を達成することが出来た。高校生がお年

寄りのことなど社会的な問題に関心を示してくれる

ことは大変うれしいことである。私達は国際交流な

ど幅広い活動をしているが、身近かな問題に取り組

む生徒を育てることが、地域の活性化につながると

信じている。こうした活動を元にロータリー、イン

ターアクトクラブにも取り組みたいと考えています

ので、皆様方のご指導をよろしくお願い申し上げま

（二宮‾畠筆‾亘互〕

（出＿冬季貞亘⊃

〇年間皆出席

16年間皆出席　　吉野　　勲君

16〝　　〝　　　　佐藤友吉君

4　〝　　〝　　　　塚原初男君

1〝　　〝　　　　日　向一男君

01月100％出席　55名

阿蘇．藤川．布施．早坂．秋野（昭）．石井．

石川．石黒．板垣（俊）．板垣（広）．市川．飯野

風間．三井（賢）．三井（陸）．毛呂．迎田．松田

皆川．中江．中沢．佐藤（昇）．佐藤（忠）．

佐藤（噸）．佐藤（衛）．佐藤（友）．佐藤（元）．



新穂．荘司．関原．鈴木（茂）．佐々木．

鈴木（肇）．斎藤（昭）．高橋．丹下．杉澤．高田

笹原（信）．塚原．忠鉢．碓氷．若生．山口．

吉野．日向．来海．御橋．阿部（責）．富田（利）

阿部（信）．秋元．嶺岸．園部．村上

（親睦活動委員会〕

02月会員誕生

山本順一君．碓氷節雄君

斎藤　　昭君．清水二郎君

富　田直治君．早坂徳治君

内　山喜一君．笹原桂一君

02月奥様誕生

佐藤鷹子様．園部由美様

笹原松子様．荘司令子様

松山貞子様．田中ミキ子様

○マージャン大会のご案内

日　時　　2月18日（土）12：30集合

場　所　雀　　京

登録料　　3，000円　（懇親会費含む）

尚、ゲーム終了後午後6時より、表彰式をかね

まして湯殿山食堂にて懇親会を行いますので、引

き続きご参加下さい。

⊂三三三亘亘〕

アーレン・マッキーさんを介し、オーストラリア

のサリーナR．Cとバナー交換を致しました。

⊂云享＝コ互つ
阿蘇司朗君　　鱈汁例会のオークションでは急な

指名を受けましたが、無事務めを

終えましたので。又、三井病院で

二男の長男が誕生しましたので。

張　紹淵君　　お見舞いを皆様から沢山いただき

ましたので。又、（私ができない

分）お仕事を沢山していただいて

いますので。

碓氷節雄君　　遠路、羽黒工業高校の生徒さんに

来ていただきましたので。これか

らも社会奉仕にがんばって下さる

よう期待しています。

迎田　稔君　　先週の鱈汁例会のオークションで

は皆様のご協力により、163，000

円の浄財を得ましたので。

石川寿男君　　鱈汁例会に沢山の会員の参加をい

ただきましたので。又、新穂君に

ご苦労をおかけしましたので。

（ゲ　ス　ト＿）

百瀬恵美子様

（ラテンアメリカ観光組織連盟極東支局長）

斎藤　摩様　（羽黒工業高校　生徒会）

岡部留美様　（羽黒工業高校　2年普通科）

アーレン．マッキー様　（交換留学生）

⊂亘‾ジタ＿＿＿「三つ

な　　　　し

2月21日のプログラム予定

○ロータリー創立記念

会員スピーチ　中江　亮君

カット　石井敬三君



会　長　報　告

市　川　輝　雄君
日本の伝統行事である3月3日桃の節句が近づい

てきました。恐れ多いことながら天皇陛下がおか

くれになったばかりで、雛人形の売れ行きがどう
なることかと心配していたのですが、子供の成長

を願う親の気持ちは、新しい平成への希望をもつ

ないでさして影響はないようです。

平安時代の歌謡を集めた「梁塵秘抄」（りょうじ
んひしょう）の中に“遊びをせんとや生まれけむ

虚れせんとや生まれけむ、遊ぶ子供の声聞けば我
が身さへこそゆるがるれ”とありますが、本当に

純心無垢の幼児を見るとき、やがて世俗のアカに
まみれてゆくのが堪えられないような気がします。
つい4日前、私の店に複数の泥棒が入りました。

盗まれたものは、今流行のファミコンの上位機種

や、そのソフト関係でした。以前にも盗難にあっ

た経験から子供等の仕業とわかるのですが、欲し

いものは盗んでも手に入れたがる、しん　スリル

と好奇心だけで罪悪感など露ほどもない。ごして

大人顔まけの鮮やかな手口に、またかと落臆しま
した。

文部省は，この度の学
たり、戦後教育のみな腎

旨導要項の全面改訂に当
しをはかり、特に愛国心

い所であります。

NTTの田中錦造君がこの度、仙台にご栄転にな

ります。田中君は広報委員長として色々ご活躍い
ただきました。ありがとうございました。仙台で

の更なるご健闘をお祈りします。

先週の例会で板垣広志君のご父君のご葬儀の盛大
であった事について報告させて頂きましたが、本

日板垣君よりクラブにと寸志を頂戴しました。ボッ

クスに入れさせていただきます。

（幹事報告）
若　生　恒　吉君

0例会変更　酒田東RC2月23日（木）の例会は

クラブ協議会の為に点鐘6時

場所　酒田産業会館、登録料3000円
。会報到着　酒田東RC
。日本支局より　2月1日よりロークリ二レート

128円

0第4回クラブ協議会開催

例会終了後産業会館4回第一会議室
0後期会費は3月31日まで納入下さい。

や道徳教育がなおざりであったことを反省してい

るようですが、校内、家庭内暴力、いじめなど教

育の荒廃がどれほど挽回できるか大いに期待した

〇〇〇⊂〉〇〇〇〇〇⊂〉○⊂〉○（⊃〇〇〇⊂）○⊂〉〇〇〇⊂〉〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇⊂〉〇〇〇〇〇〇〇⊂〉○⊂〉〇〇〇〇〇⊂〉○⊂〉000⊂）〇〇〇⊂〉〇〇〇〇〇〇〇〇〇⊂〉○⊂〉0⊂〉〇〇〇〇〇〇〇（⊃〇〇〇〇〇⊂〉○

3ロータリアン日記　〇月〇日
呂　　国会で税制改革法案が成立した時はそんなに

深刻に考えなかったのですが、2月もなって実

施時期が近づくにつれ、様々な説明会に参加し
て考えるにこの消費税は業種によっては大変な

打撃を与えるのではないかと‥・。実施当初
は比較的スムースに3％の転嫁は出来るような

気がしますが、少し時は過ぎれば転嫁出来なく
なる業種が出てくる事が予想され、体力の弱る

企業が増加するのではないかと思われ不安にな

る今日この頃です。しかも高齢化社会に向かっ

％に改正されないとは言切れない訳ですから尚

更です。反面、税の不公平感が、問題になって
から随分になりますが消費税の実施により多少

は是正されるのではないかと思われます。例え

ば全国の法人の約半数近くは赤字法人との事で

すがその内の2割を除く8割近くの法人は税金

対策上の赤字決算と言われているそうですから、

消費税の実施は是正の効果があると思われます。
とにかく納めた税金が人の為に又、国の将来の

為に効率よく使われるように切に望みたいもの
です。

喜　ている社会状勢の中で3％がいっ5％又は10
0
0⊂〉○⊂）OC〉○⊂〉0⊂⊃○⊂〉○⊂〉○⊂）○⊂〉0⊂IO⊂）0⊂）○くつ○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉0⊂）○⊂〉OC〉○⊂〉0⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂）
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ゲストスピーチ

「理　容

只今御紹介をいただき
ました、鶴岡で理容業を

させていただいておりま

す本間でございます。こ
の度、当鶴岡ロータリー

クラブの布施さんより何

か髪の話とか、ヘアース

タイルの話をしていただ

きたいとお話がありまして、何度かおことわりを

いたしましたが、これも運命のいたずらと思いま

して、はずかしなげら出て来たようなわけであり

ます。毛髪あるいはへアースタイル等のお話に入

る前に、私共の組合の組織や昭和59年より始ま

りました標準営業約款等のお話をさせていただい
てから本題に入りたいと思います。

私共がお店で仕事をしておりますとよく聞かれ
ることに「鶴岡市内には、どのくらいの床屋さん

があるものですか？」と聞かれますが、鶴岡旧市

内には140店、新市内を含めますと290店く

らい、庄内では700店、山形県内は2，200

店、全国では十一万店くらいの方々が組合に加入
をいたしております。話は外国にとびまして、ア

メリカでは、6万店くらいの理容業をやっている

ようで、アメリカの人口が4億人と聞いておりま

すが日本の人口が1億2千万といわれております
のでアメリカと日本を比較いたしますと日本の人

口に対し同業者の数が多いようでございます。し

かし、わが国の業界の店舗数は年々少しずっでは

ありますが下降の線をえがいております。その一

つの理由は後継者がいない店舗が廃業をしていく

ようであります。

次に、お店の営業との話をさせていただきます
が、理容業というのは、西洋においては四世紀頃

は外科のお医者さんが理容とかねてやっていたよ

うでドイツ人の方がその頃、現在、全世界の理容

店で使っておりますお店の顔のような、くるくる

まわっているサインポールと私達の業界ではいっ

ております、赤、古、白の色であらわしてるおの

看板は、静脈、動脈、ホークイから考えたと聞い
ております。そして西洋の理容が日本に入ってき

たのは、明治の頃、今の横浜に開店したのが始ま

りで、「散切頑をたたいてみれば、文明開化の音
がする。」といわれたようであります。以来、私

共の業界も戟後は、お客様の頑を洗濯石鹸で髪を

洗ったり、練炭でお湯を沸かしたりした時代もあ

りまもたが、現在ではそのお客さんにあったシャ

ンプーもとりをろえて、毛髪を大切にあつかって

雑　感」

理　容　業　本　間　順　市　一氏

おりますし、経営方法も子供さんだけの理容店、

あるいは大阪では35，000円をいただいて、

シャワーをあび、パジャマに着替えてマニキ7、

ペティキア等をやっているお店があり、ただ刈っ

て剃るだけの理容から多様化してまいりました。

衛生水準も年々向上をいたしておりますが、昭和
五十九年十月卜八日官報により理容業に関する標

準営業約款が厚生大臣より正式に告示され県内で
74％、全国では60％のお店で登録をしており、

衛生（サニティション）安全（セフティ）標準

（スタンダード）の三つの頭文字をとって「Sマー

ク」というタテを、お店の中や、外に掲げている

のを見た事がある事’でいます。

次に毛髪とスタイノについてお話をさせていた

だきます。毛髪の本数は、およそ十万本くらいあ

りまして毎日六十本～七十本くらい抜けていくの

が普通で、毛髪の寿命は7年くらいで、一　月く

らいで約一cm伸び、一本の毛髪が抜けてから生え

てくるまで三　月くらいの期間があり、六　月、
一年とたってもはえてこなけれが頭髪は五万本、

二万本と少なくなるわけであります。昨年NHK

のテレビでご覧になった方もあると思いますが

「育毛」ぞくにいうところの、毛はえ薬は現在で

は決定的というものがないような事でありました

が、「抜け毛が少なくなった？」とか「うぶ毛が

出てきた？」とか「細い毛が太くなった」という

方はおりますので、私共の業界でも育毛という技

術にとりくんでいる店舗が最近みうけられるよう

になりました。ですからアルカリ性でないシャン

プーでよく洗いリンスをし、育毛剤をっけてマッ

サージをすることが良いと思います。

最後にヘアースタイルですが、皆様よくご存知
の、慎太郎刈り、ある意はポマードをつけたリー

ゼントスタイルから、ひと頃ある代議士の先生が

長髪をし、それがテレビに放映され、長髪の方が
かっこいいと感じられ、全国的に流行していった

ように感じられます。そして最近は中年の方々が
パーマをかけて、ヤングの方々はパーマをかけな

いノンパーマで刈上げのスタイルに変わっており、

お客様がよくいう「普通にやってくれ」というス

タイルが、とれが普通のスタイルかわからないほ

ど多様化しているのが現状でありますが、理容室
のスタイルは、刈って剃るだけの場所ではなく少

しでも多くの付加価値のある理容室が生き残るも
のと思います。

終わりに、私の理容業の信念は「髪を刈る鏡の

前に、大臣もなし、乞食もなし」の気持ちで営業



をやっておりますが、ある若い時に、物もらいに

来た乞食に「いらっしゃいませ」といったら自分

は「全国乞食をしてまわっているけれども、いらっ

しませと言われたのは初めてだから髪を刈って下

さい。」といわれ、その時いただいたお金をとっ

ておいた思い出がありますが、最近はその様な方

もいなくなって、日本も経済的に豊かになったの

かなあと思っているところであります。その豊か

になった分を皆々様、少しでもおしゃれにお金を

つかわれますよう、お願いを致しまして私の理容

雑感を終わらせていただきます。

本日はどうもありがとうございました。

報　　告

次年度会長　高　橋　良　士君
報告が遅れまして、申し訳ありません。後半に

入り、一週間が坂を転げる早さで過ぎております。

お手許に差し上げました次年度の理事、役員、委

員会の名簿をもう、既に御覧になったと思います
が、慎重熟慮致した結果でございます。宜しくお

願い致します。

御　　礼

板　垣　広　志君
1月30円、私の父が死亡しました。クラブの

皆さんに大変お騒がせ致しました。大勢の皆さん
から、弔意、会葬、ご香典、弔電等賜りまして、

本当に有難うございました。厚く御礼申し上げま

す。

退会ご挨拶
田　中　錦　造君
この度、人事異動で仙

台の方へ転勤することに
なりました。

私が鶴岡の住民になっ
て3年になりますが、→

年目、二年日、三年目と
年を経るにしたがって土

地柄や、文字通りあつき
民情・素晴らしい自然環境に触れるにつけ、この

鶴岡に非常に愛着を感じておりました。
ささやかでも良いから、この周辺にセカンド・

ハウスを持ちたいと夢みたいなことを考えたこと

も一度や二度ではありませんでした。

入会に当たっては、クラブの皆さんに暖かく迎

えられ、先輩の方に色々とご指導を頂いて会報委

員会、プログラム委員会、広報委員会を担当させ
てもらい、良い勉強をさせて頂きました。

私なりにやったっもりですが、私自身の力不足

もあって十分活動できなかったことを反省してお

ります。

後任には、仙台から奥野が着任いたしますので、

是非、皆さんの仲間にいれて頂きたいと思います。
この3年間お世話になり、どうもありがとうござ

（二重二を亘毎夏）

（二重垂麺二）
藤　川　享　胤君

本日、お手許にご案内いたしました第2回在鶴

留学生懇談会を2月25日、グランドエルサンで

行いたいと思います。昨年に引き続き、3クラブ

合同でやることになっておりますが、昨年度は、

当クラブが出席率が一番悪く、今年は少なくとも、
15～20人ぐらいの出席をお願いしたいと思っ

ております。

創立30周年記念式典実行委員会

準備経過の報告
創立30周年記念事業　総務委員長

中　江　　亮君
○過去4回実行委員会で検討を加えた後去る2月
4日クラブ創立30周年記念式典実行委員会の事

案草案がまとまりましたので皆様にご報告を申し

上げます。

〇日時　平成元年4月22日　9時30分より記

念碑の除幕式（タブの木の下）11時より記念式

典約1時間休憩後記念講演（南洲翁についての講
話と思う）約50分鮫島先生（鹿児島西R．C）
祝宴約2時間　3時40分ごろには全行事打上げ

予定

○これに先立って21日（金）に到着される鹿児

島西R．Cと台中港区R．Cの40名（推定）の歓

迎パーティーが予定されています。公式にはP，M．

6：00～8：00の2時間でありますが有志の

方に依るムード盛り上げの2次会が計画されてい
ます。

○場所は21日22日共東京第一ホテル

○参加予定人員は凡そ280名でクラブ会員を除

く方の登録料はお一人1万円、会員の奥様は5千

円

主な各委員会の行事は

①記念碑建立（敬天愛人）これにつきましては
風間真一記念事案委員長と施行者鈴木哉男君の非

常なご苦労ご協力の末、当初要望額より大幅に圧
縮した様ないきさつがあります。

②祝宴はご婦人のお力を借りなくてはいけない



のでこの登録料はお一人当たり5000円としまし

た。美味と気品を口ぐせの様に言われる三井健委

員長が取り仕切られる訳であります。

③記念誌は総頁数200亘の記録誌でありますが

初期中期のクラブ資料の不足から石井敬三委員長
は寝食を忘れての昼夜兼業というご奉仕振りで私

もその一部ではありますがそれに目を通して本当

に頑の下がる思いであります。

④接待委員会は前夜の姉妹クラブ歓迎パーティー
に引き続き当日は式典開始点のご来賓の接待、駐

車場の確保の他諸準備等かゆいところに手が届く
ご活躍が期待されます。

⑤式典は実行委員会の全メンバーの総意とも言
えることは鶴岡クラブ独自のカラーによる格調高

くして品位のあるものを考えて表彰関係の場面や

祝辞等大幅に時間の短縮を考え仮にも参加者に退
屈感を与えることなきを考慮しながらも、記念碑

建立の趣旨に沿う記念講演を企画したのでありま
す。講演は鹿児島西R．Cの鮫島忘憂太先生で南

洲研究の権威者であります。この講演は後日庄内
日報に全文を掲載し市民や庄内地域の人々にも喜
んでいただける様にしたい考えであります。

⑥これらの内容について皆様からご諒承をいた
だけるものと考え総務委員会に於いて集中的に整

理した上プログラムの作成と案内、招待状の発送

を今月中に完了する様仕事にかかり4月8日を登

録申込期限として色々の準備にかかりたいと考え
ています。クラブ財政が非常にさびしいので形式

外観よりも、中味を重視する節約型になりますが、
総体的な出来はかなり立派な内容になると確信し
ています。

新聞広告には全会員のお名前、社名を載せたも
のにしたいので、多少のご負担をおかけするかも

知れませんが何分に宜しくお願い申し上げます。

（ス　マ　イ　ル）

市川輝雄君　　先日、荘内日報の青少年功労
者の写真に、私の毛の薄い後

頭部が写っていました。

秋元順雄君　　2月7日私共の第一次入学試
験無事終えることが出来まし
た。志頗者が定員の98．2％ま

でアップしましたので来年度

は100％を越したい。

藤川享胤君　　昨日、娘が風邪を引きまして、
今立先生に朝6時すぎに診察
券を出しにいきましたところ、

右に傘を左に杖を持って歩行

中の鈴木善作君に会いました。

体を鍛えるために毎日続けら

れていると思い非常に感動致

しました。日頃の節制を自分

に問いかけなければと恩いま

した。

中江　　亮君　　7日に前半期新入会の8名に
集って頂き懇親会をした処、

親睦委員長の石川君と情報委
員の佐藤君が出席し、非常に

良い話をして頂き、お陰様で
大変良い雰囲気の会となり有

難うございました。

石川寿男君　　親睦委員会からのお詫びを申
しあげます。18日に予定の

麻雀大会は、生憎の好天の為
皆様お忙しく、2卓分しか埋
まらず、延期のこととします。

お申込頂いた方に御礼とお詫
びいたします。

（ゲ　ス　ト）

本間順市様　（理容業）

（ビ　ジ　タ　ー）

古川場一君　（鶴岡西RC）
野　口　　弥君　（鶴岡西RC）
富樫幸弥君　（鶴岡東RC）

2月28日のプログラム予定

（⊃　ゲストスピーチ

鶴岡青年会議所　理事長　浅賀　　隆氏

、ご罠タ，＿
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（会長報告〕　市川輝杜若
○北国の暮しが長い者にとって降るものが降らぬと

何となく落ちつかないものを感じます。これも地
球をとりまくフロンガスがもたらす温室効果とや
らのいたずらかもしれません。

先日、上京の願、帝国劇場で杉本苑子原作の「孤
慾の岸」を観ました。江戸時代、あばれ川といわ
れた濃尾三川、木曽川、長良川、揖斐川の治水工

事を命ぜられた島津藩の血と汗と涙の物語なので
すが、森繁久弥の好演に、これは芝居なのだと自
らに云い聞かせても溢れ出る滑を止めあえず、頬
をぬらしました。

昨年は布施プログラム委員長のご配慮で、水に関
するスピーチを興味深く拝聴する事が出来ました
が、国土の狭い日本にとっては雪や水の、多すぎ
ても少なすぎても困ることになりそうです。自然

界のリズムだけは狂わせたくないものです。
○先週の例会後に第4回のクラブ協議会を行いまし
た。各委員長には、ご多忙の中をご協力頂き有難
うございました。これから特に活動される予定の
委員会を中心に協議しました。なかんずく出席委
員会では3月、4月を出席率向上月間として目標
を95％におき、会員各位にご協力を要請しており
ます。ぜひ悲願達成にあなたの力をお貸し下さしヽ

「出席という美しき友情を」

例会に出席するのは
それがつとめだからである

よろこんで出席するのは

それが自分のためだからである

楽しんで出席するのは
それが美しい友情だからである

○松山俊三君、関原亨司君、杉沢保吉君の皆さんが

ご栄転の為、退会されることとなりました。
どの方々も当クラブにすぼらしい足跡を残された
方で、短かい年月ながら、それぞれ個性鮮やかな
印象を与えてくれました。誠に残念でなりません
が、遠く離れても美しい鶴岡の風土と、会員各位
との美しい友情の日々を忘れないで下さい。皆様
のこともまた、我がクラブの輝かしい一頁に忘れ

得ぬ人として長く記録されることと存じます。
色々と有難うございました。ご陸関を祈ります。

○本日、持廻り理事会におきまして次の事項を承認

決定しました。
・山口篤之助君から2月14日より1ケ月間病気療

養の為、賜暇願いが出ております。クラブより
お見舞を差し上げます。

・田中錦造君ご栄転に伴い、広報委員長を三井賢

二君にお願い致します。
・松山俊三君ご栄転に伴い、青少年委員長を秋野

忠君にお願い致します。

（幹事報告）若生　吉君
○会報到着　　酒田中央R．C　　回覧中
〇第253地区（1989－90）地区協議会事務所開設

酒田市新橋1－3－10　㈱サカタマツダ自動車内
○山形県赤十字血液センターより献血御協力依頼

3月8日（木）9時～4時まで

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ロータリアン日記　〇月〇日

先日、中国飯店で新入会員歓迎会を催していた
だき、有難く参加致しました。司会の佐々木氏は
じめ練達のロータリアンのアドバイスやオリエン

テーションは、ファイヤー・サイド・ミーティン

グに続く、明解且つ含蓄に富むものばかりであり
ました。楽しくなければ、鶴岡ロータリーにあら

ず、四角張らずに積土山を成すが如く歩む事、道
徳的向上心を持つ事など、胃袋に美酒と共に弛み
込ませる事が出来ました。また、日々、職業を通
じ、仕事の奉仕で完成された練達の士のお顔を拝
する事が出来たのも、大きな楽しみでありました。

間もなく迎える、30年の星霜を記念する当クラブ
の沿革を学習する機会でもあり、大先輩を見習い
努力して参りたいと思いました。市川会長に、留
学生の状況を報告し、日本の若者が忘れているも
の、弱休化している多くのものを学ばせていただ
いている事に感謝の意を表しました。年々歳々花

相似たり、歳々年々人同じからずの延芝の詩を思
い浮かべ、これ昔紅顔の美少年に至り、青少年交

換事業は、一面において、ロータリアン各士の不
滅のエネルギーを燃焼させるに効有りとも思いま
した。当日、正午前に帰宅、武士道の姿勢にて熟
睡いたしました。

秋　元　噸雄
0
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場所は鶴岡保健所です　　　回覧中
○昭和天皇追悼の会より大喪の礼当日遥拝の御案内

2月24日午前11時45分より　参集殿にて
○新会員の推薦に関する氏名発表

・田中錦造氏の後任者　電話事業分類

推薦者　庄司嘉男君
・奥野洋一君　NTT鶴岡電報電話局々長

反対の方は、10日以内に反対理由書を幹事まで
送付して下さい。

○関原亨司君、松山俊三君の送別会開催

日　時　　3月8日（水）6時30分

場　所　長　山　亭

登録料　　5，000円
○東北電力㈱より「東北電力情報誌」到着　回覧中
○今日は米山財団寄付日です。1ドル128円

8．146円　　ありがとうございます。

（頂金の挨撃つ　杉沢保吉君
ちょうど1年5ケ月前の

10月から名誉ある鶴岡R．C
にお世話になりまして、何
とか足手まといにならない
様に出席だけは絶対しよう
と誓いを立て凌いできまし
たが、こんなに早くお別れ
するとは思ってもいません
でした。皆さんのご指導の
お陰で私もこのロータリー

の中で楽しく過ごさせて頂きましたし、私自身の成
長の為にも大いに役立ってくれたと思います。

まだ内辞の段階ですが、発令が2月28日となって
おりまして即赴任となりますので、この会が最後と
なります。
新任地は仙台宮城支店の営業広報部です。後任は

青森より参りますが、皆さんのお力添えでこの鶴岡
R．Cに入会させて頂ければ大変ありがたいと思って
います。
できれば時計が止って転勤しないでこのまま居ら

れればいいなと思うのが実感です。短い間でしたが
大変お世話になりありがとうございました。

（委員会森告〕

〔親睦活動委亘蚕〕
会長報告にもありました様に、此の度、松山さん

一一一肌毘お花官CORjⅤお尺

と関原さんと杉沢さんの3名の万が転勤される事に
なりました。

杉沢さんは今月中に宮城支店に赴任きれるので、
送別会の時間がどうしても取れないとの事でござい
ました。まことに残念ですが杉沢さんの送別会は致
しませんが、松山さんと関原さんにはこ岡繁多の中
をご無理願いまして、ご案内にございますよう、3
月8日6時30分より、長山字でお二人の前途に幸あ
れとお祝いをする会を開催致しますので、会員各位
には万障お繰り合せの上、ご出席下さるようお願い■

申し上げます。

（元‾‾席委畠‾吏〕
第253地区12月平均出席率は90．12％、鶴岡クラ

ブの平均出席率は84．13％と相当低くなっています。
3月、4片はこれを何とか95％まで向上するよう出

席率向上月間と致しますので、よろしくと協力をお
願いします。

出席は会員としての最小限の奉仕です。出席なく
してはロータリーの目的は達せられず、出席によっ
て初めて親睦が得られ奉仕の理想が高揚されるので
す。
所属するクラブの例会に出席出来ないときには、

欠席した日の前後6日以内に他のクラブの例会に出
席してメーク・アップすることができます。他のク
ラブの例会については、便利表に載せてありますの
でご利用下さい。

忙しくて例会途中に出退席なさるとも、ともかく
お顔だけでもお出し下さい。出席率は向上します。

（ス　マ　イ　ル）

中沢　進君　　先般、私共鶴岡支社が開設しまし
て40年たち、ささやかながら記念

式典を開催しました。その事を荘
内日報さんが掲載して頂き、あり
がとうございました。

〔ビ　ジ　タ　ー〕

鶴岡東R．C　　大滝良三君．阿部興二君

2月28日のプログラム予定

○新入会員スピーチ

三浦恒祥君

モロ歯科診療所　妻

歯学博士毛呂健士　…

i

i

鶴岡市大東町19－25　‡

TEL O235糾2551

よみがえらせようこ家族の歴史

お宅にねむっている古い白黒写真。年が
経つにつれて変色したり、像が消えるこ
とがあります。今が複写のチャンス

複写割引セール中　2割引　　3月末まで

寛　明　堂　写　真館
鶴岡山王神社前℡吻0004　駐車場有り

東京第一ホテル鶴岡4F写真室℡幽8474

▲一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1ポリオプラスを成功させよう　世界社会奉仕委員会
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第1497回例会‾…二二七！誓

会　長　報　告

市　川　輝　雄君
〇24日は昭和天皇「大喪の礼」の日、悲しみの中に

もおごそかな葬送の列をブラウン管を通じ謹んで

お見送り致しました。大正天皇のご葬儀の日も寒

かったそうですが、春浅い小雨の新宿御苑もまた

身のひきしまる程の寒さだったようです。妙なる

奏楽の響くなか、古装束の若者がかつぐ葱華撃が

玉砂利をざらざらと踏み鳴らしつつゆく葬場殿の

儀式。「御詠」ごるいとよばれる天皇陛下のご弔

辞が口語体の平易なお言葉で私たちと同じ人の子
としての別離の悲しみが満ち溢れ、そくそくとし

て心をうつものがありました。

。25日、第2回の在鶴留学生、研修生との懇親会が

グランドエル・サンで開かれました。9名の留学

生研修生を迎え、38名の地元3クラブのロータリ

アンが出席し盛会でした。今世界に平和がよみが

えりつつある時、国際間における寛容と友情、相

互文化の尊重、良い伝統の保存、そして貧困と疫

病の追放が私達ロータリアンの務めと挨拶しまし

た。半年で帰国しなければならないので一日一日

が貴重だという研修生の切実な声が耳につきまし

た。鶴岡で蒔いた小さな種が各国で美しい花を咲

○⊂〉○⊂）0⊂〉cc）0⊂）○⊂〉○⊂）0（＝lO⊂〉OClO⊂〉〇⊂）○⊂）○⊂）OC〉cc）OC）0⊂〉〇⊂）Cく＝lC⊂）○⊂〉（

呂ロータリアン日記　〇月〇日

∵∴∴二三二二
9　代であれば庄内といえども大凶作に見舞われ、飢饉
官　に苦しんだに違いない。
誓　　現在は飽食の時代と言われ、何不自由ない食生活
2　を謳歌しているが、この恵まれた時代に甘んじてい
9　て良いのだろうかと思うことが多いのである。
9　　先日、友と一献傾けながらの話しであるが我々が
9　子供の頃のおやつについてのことである。
2　　第二次世界大戦の最中の事とて、おやつらしいも
2　のなどなかったが、心に残っている物に「しな餅あ
誓　られ」が話題となった。あの芳ばしい味と硬い歯ざ
0

かせ実を結んでくれることでしょう。有意義な一

夜でした。実行委員の塚原君、藤川君ご苦労様で

した。

幹　事　報　告

若　生　恒　吉君
1．3月定例理事会

日　時　　3月7日11：30AM

場　所　　産業会館3階委員会室
2．253地区より

財団奨学金申請申込みについて

1990～91年度当地区奨学生　本年6名

優秀な候補者を会員からご推薦下さい。
4月30日、クラブ最終締切とします。申

込書は事務局にあります。
3．当クラブ例会場変更

3月14日、3月第2例会は職場訪問の為

会場を東北電力㈱鶴岡営業所に変更。

時間は従来通り。
4．新会員氏名公表

杉澤保菩君退会の為、後任の東北電力㈱

鶴岡営業所所長三浦　勉君

反対の方は今日より10日以内に文書で幹

事まで送付下さい。推薦者　庄司嘉男君

わりを思い起こしたのである。「しな」とは、まだ
成熟しない青米のことで、それを粉にして蒸し、つ
き上げた物を「しな餅」と言う。つく時に酵素や色々
な味を入れて薄く切り乾燥させて炭火で煎ったもの
が「しな餅あられ」である。昔はこの売物にならな
い「しな」を大事に集めて、手間を掛けて粉にし一
軒の農家で数俵の「あられ」ついたそうである。そ
れを田植の時のおやつとして「ぼり、ぼり、かり、
かり」と噛みしめたのである。当時の人たちの歯や
顎が強いのはこんな事も関係していると思われる。　9
我々は農家から貰ってきて食べた「しな餅あられ」2

に郷愁を感じているのであるが、今では作る家もな　9
くなり、再び味わう事が出来ないと思う。現代の子　9
供たちに食わせて、言い表せない味や物の大切さを　9
噛み締めさせたいものである。　毛呂健土　呂
⊂）○⊂）○〔⊃0⊂）0⊂）○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂）0⊂）つ⊂）0⊂〉（）（⊃0⊂〉○⊂）○⊂）0⊂）○⊂）○⊂）○⊂⊃○⊂）○



（ゲストスピーチ〕

青　年　会　議　所　に　つ　い　て

ただ今ご紹介をいただ

きました（社）鶴岡青年

会議所今年度23代目理事

長を務めます浅賀でござ
います。本日は鶴岡ロー

タリークラブの例会にお

招きいただきまして、誠

に有難うございます。折

角の機会でありますので、本日は、青年会議所と
いう団体の概要と、本年度（社）鶴岡青年会議所

の活動内容等をお話させていただきます。

青年会議所は、1920年代にアメリカで生れその

後世界に広がった組織であり、国際的には60余年
の歴史をもっております。

日本でのJC（青年会議所）運動は、1949年東

京青年会議所から始まりました。戦後の廃虚の中

から生れて、これまでに40年近い歴史をもってい

ることになります。現在会員総数は、6万4千人、

会員資格は20才から40才までの青年ということで

40才を越えると現役を退いてOBになりますが、

このOB総数が約5万人ですから、現役とOBを

加えると全体で11万人以上の組織ということにな

ります。

組織の形態としては、原則として都市ごとに組

織される地域青年会議所－LOM（ロム）といい

ますが、89年度で、745ロムあります。この数字

からも分るように市部のみならずいくつかの町村

が集った形でも組織されています。その上に県単

位に「ブロック協議会」さらに全国を十ほどに分

けて「地区協議会」そして全国的な連合組織とし

て「社団法人・日本青年会議所」が置かれていま

す。

現在山形県内には、17青年会議所があります。

最近出来たところでは6年前に余目青年会議所が

あります。

青年会議所の性格としては、まず、地域の青年

経済人たちの社交、親睦拭体であるということで

す。それに加えて指導力開発ということを非常に

重視し、「自己学習団体」という性格もあり、さ

らに、三番目に「社会開発」ということで社会奉

仕活動、地域活動を行なっております。

先ほどお話いたしました40才定年ということの

他に、もう一つ理事長以下全ての役員が一年とい

鶴岡青年会議所　理事長　浅　賀　　隆氏
う任期で、毎年役員が入れ替るというのも青年会

議所の組織の特徴であります。

現在、「地域づくり」「町づくり」ということ

が言われていますが、青年会議所がそれぞれの地

域で果す役割は大きいと考えています。現在54の

市でJCのOBが市長になっております。将来は、

650はとある市の三分の一ぐらいはJ CのOBに

なるのではないでしょうか。議員も各市でJCの

OBが三分の一ぐらいは占めるようになると思い

ます。青年経済人たちの自己修練の場としても非

常に大きな役割を果していますが、又各市町村に

根ざした潜在力の高い拭体にしていく必要があり

ます。

今年度鶴岡青年会議所は、104名のメンバーで

スタートしております。「今、情熱ある行動、人

に、地域に、和が城下町鶴岡に」というスローガ

ンのもと4つの基本方針を出しております。

基本方針

1．地域の特性を生かしたビジョンあるまちづ

くりの推進

2．地域の次代を担う人づくりの推進

3．魅力ある活力ある組織運営の推進

4．全城開催に向けて基本計画策定とその推進

重点事業として

1．ふるさとまっりの展開

8月に開催されます、ふるさとまつりへの参

加。一夜城の築城等、城下町らしい雰囲気の

あるイベントの開催。

1．青少年育成事業の推進

子供達を主体にした7月に行なわれるポニー

キャンプで高校生のカウンセラー育成等、地

域の次代を担うリーダーの育成事業。
1．地域間交流の推進（四全総の中にもある）

我が庄内地域に於て、庄内空港、東北横断道

酒田線、また日本海沿岸自動車道と、ここ10

年間の間に実現または推進されるものと思わ

れます。四全総の中にもある様に、地域発展

を目指し、また、自分達の地域を見直し、そ
の良さを再認識するためにも今後増々地域間

交流が重要であります。青年会議所の中でも

毎年、各市町村の行政の方々からお集りを願
いまして、各々開催されているイベント等を

お話願い町づくりの方向性を見出すという事



を進めています。

1．全城連シンポジュウム開催に向けてプレキャ

ンペーンの開催

①全国藩校会議（89年は東北藩校会議）

②市民夕べの集い（第2回目）
6月9日　イルカコンサート

竹下内閣での「ふるさと創生」という意味での

各市町村への1億円の分配ということで、今その

使い方が議論されていますが、青年会議所では、

市の方から青年会議所らしい使い方の企画を出し

て下さいとの要望に

①全国藩校会議

②大名行列の完全復活（衣装、道具の完全復活）
の二つの企画を出させていただきました。

ここで先ほど全城連という言葉を使いましたが、

皆さんも御存知の様に、全国城下町シンポジュウ
ムが来年1990年、この鶴岡で開催されることが決

定しており、今その準備作業を進めております。

全城連、詳しくは「全国城下町青年会議所連絡協

議会」というのが正式名称で、そのメイン事業と

なり、総会の場となるのが「全城連シンポジュウ

ム」です。何故当青年会議所が、これに加盟し、

この大会を鶴岡市に誘致したかは詳しくは時間の

会員ス　ピーチ

関係で述べられないのですが、元々この組織とい

うのは「城下町をなんとかしたい」という青年会

議所のメンバーが、年に一度集り著名な講師を迎

えディスカッションを通してその時代に即した形

での地域づくりにおいて有益なノウハウの交換を

目的にしておりました。過去、1982年長野県松本

から始まり、②金沢、③会津若松、④小田原、⑤

弘前、⑥犬山、⑦彦根、今年度は、7月8日、9

日と四国高松で開催されます。大会の規模は、青

年会議所メンバーだけで全国から1500名、これに

行政関係や観光関係を見込むとすると2000人以上

が全国より開催都市に集るということになります。

当青年会議所22年の歴史の中では、初めての全国

レベルの事業でありますし、鶴岡市にとっても広

く当市をPRできる絶好の機会であります。企画

面では、数多く考えていますが、必要なことは、

他の開催都市が行なったように全市上げての取り

組みと共感を得るための努力かと思います。今、

私たちの世代で成し得る事を精一杯やりたいと考

えております。なにとぞよろしくお願い致します。

これを機会に当鶴岡青年会議所への増々のご協

力、ご指導をお願い申し上げます。

国際ロータリー創立と変遷の鱒略
中　江　　亮　君

時間の制約で大技を切
り小枝をもぎ肉まで削っ

たロータリーの木の枝振

りはみじめでありますが

布施委員長の命でお話を

致します。

最初に申し上げたいこ
とは初期ロータリーを知るのに資料が割合少ない

ため記録に基づかない推測が生れるそうですがこ

れは、創立当時誰もがロータリーが今日の様に大

きくなるとは予測しなかったからであります。昭

和10年に来日したポールもこれを認めた発言をし

ています。新しい会員の方がかなり増えて来まし

たので初期のお話から入りたいと思いますが、多

分時間がないと思うので人名、地名等適当に割愛

させて三段跳方式のお話になることをご了承下さ

い。

〈ボールの生い立ち〉

御存知の様に国際ロータリーの創始者はアメリ
カ、ヴァーモンド州生れめポール・ハリスであり

ます。1868年（明治元年）の生れですが、日本ロー

タリーの創立者米山梅吉と偶然にも同じ年です。

ポールは3才の時から親元を離れて祖父母の許

に引き取られるが、父親の雑貨商は倒産を繰り返

すため家族は再会、離別を繰り返すのであります

が、何故かポールはかなりの腕白小僧で近所でト

ラブルが起きるとポールの名が出た程でありまし

た。

幼年学校に入っては教師を困らせ、大学に入っ

ては学生暴力に絡んで退学処分を受ける等、ボー

ルはかなりの逆境にあった様であります。その後

大学を出て弁護士の試験に合格するが、間もなく

彼は、長い放浪の旅に出て行ったのが有名な“五

年間の愚行”であります。（fiveyears foolery）



（偶然にも米山梅吉も中学を中退すると三島の養

父の家から無断で東京に出奔し4年後に養父と再

会した。一米山4年の愚行と言えば叱られかねな
い。）

ポールは新聞社の通信員から始って、農場の労

働者かと思うと、ロス商科大学の講師、俳優、新

聞記者、カウボーイ、ホテルの夜間事務員と渡り

歩いてクラークという心の友となる人の大理石会

社に働く。
やがて彼はイギリス渡航を思いっき港湾の人夫

として働き、英国行きの貨物船に乗るが運悪いこ

とにこの船は荷をおろすとすぐアメリカに引き返

したのでポールはイギリス旅行の夢を果たせなかっ

た。

彼は再び職を求めて転々と放浪を続けるが遂に

職にありつけず、先のクラークの会社に戻って、

アメリカ、南米諸州、キューバ、ヨーロッパ各国

を出張の形で旅をするがこれを最後にシカゴに住

みつくのであります。貴重な人生の旅であったと

思います。

この遍歴がもたらした豊かな経験を持ちながら

ボールは大都会のシカゴで“心の友がいない”と

云う寂しさに耐え乍ら……頑の中では……“この

大都会の中で多くの異なった職業から1業1名を

以て組織し、政治、宗教の制約から離れて集う……

親睦……があれば、すぼらしいだろう”と常に考

えていました。

〈クラブの創立〉

5年間煮詰めたポールは1905．2．23、4人の友

人と会合を持ち、構想を打ち明けたのであります。

後にこの日を国際ロータリー創立の日と定められ

たのであります。（但し、、ポールは初代会長で

はなかった。）今日と違って月1．2回程度の例会

でありましたが数回の例会を経る中に、食事、ソ

ング、卓話等が取入れられ、4回連続欠席に依る

会員身分の失格のルール、クラブを拘束する案件
に対する理事会の先議権等が決められました。

（木材商とレンガ業者のトラブルから）

〈奉仕概念の芽生え〉
シカゴロータリークラブの定款綱領の要旨は、

会員の相互扶助、互恵主義と云う原則から会員の

相互取引が義務付けられ原価主義を採用した。

勿論最初の内は物質的なものであったが、親睦
が深まるにつれて、互に企業上の悩み事を持ちよっ

て相談し、助け合う精神面が生まれて来たのであ

ります。この精神面の相互扶助こそがロータリア
ン同志が各自の職業上の問題点について理解し合

い、他人の不幸を自己の立場で捉えて考えようと

する極めてレベルの高い道徳上の境地であると云

われ、一般社会への奉仕の概念として転化し社会

奉仕のビジョンが明確になる基本であります。し

かし、この互恵主義は間もなく崩れて行く。即ち

ある入会を進められた者が“この互恵主義は単に

クラブ内の利益交換の場に過ぎない”と云って入

会を断った。急いで定款が改正され、物質主義を

排除して対社会性の奉仕の概念を導入したのであ

ります。

〈行動の指針〉
ロータリアン個々の行動の‡妄隷十として　綱領、

2つの梗語、4つのテスト、道徳律（倫理訓）、

決議23－34等がありますが

2つの梗語
・最も良く奉仕する者は最も良く報われる。

（He profits most who serve best）

・超我の奉仕（Serve not self）

一共に1911年採択された。－

でありますが、前者は奉仕と云う精神面の境地の

開拓が売手と買手双方を満足させる商売の利潤と

倫理関係を説くのに対し、後者は自己否定、自己

滅却の精神世界、即ち宗教の世界に到達すること
のみをロータリー奉仕の理念と考えている様で矛

盾が対立していると指摘されています。即ち前者
のHe profitsは精神面のみでなく物質面も決し

て否定しないと提唱者が云う通り、物質面の幸臥1

の強調に対して批判され、最近ではクラブ内部の

標語のみにとどめて外部にはPRしないと云うこ

とになっています。

又、後者は自己滅却の宗教性が強調され過ぎて
いるためにnot selfをabove self　に置き変え

られました。

道徳律はロータリーの理論武装の総結集とも云

える、11条から成るもので難し過ぎて現実的で

ないことから一時は、その配付を中止したのです

が近年条件付き乍ら復活した様であります。
・決議23－34

1923年にシカゴクラブは、青少年活動委員会と

身体障害児委員会を作り、活発な奉仕活動をする

がこれを全国的に拡大すべきだと提案されたこと

から問題となった。一即ち一

各クラブが団体名を用いて団体行動をすることは

万一失敗した時に、ロータリーの無能を嘲笑され

ることになりかねない。むしろ問題の重要性を指

摘し、世論を喚起し、或いはクラブ会員の奉仕を

奨励するのがロータリーの本来の趣旨だとする勢

力に対し、既に団体行動の実績を持つクラブから

敢えてクラブの名を用いるものではないが必要止



むを得ない時はクラブ名を以て救済することは趣

旨に反しないと主張する。この2大論争がセント
ルイスの大会にかけられ史上最大の論争でロータ

リー分裂の危機をはらんだのであります。即ち、

①クラブはその奉仕活動について完全な自主独立

性を有する。

②他のクラブはこれに干渉してはいけない。

③しかし各クラブは他のクラブの実験例を軽視し

ないこと。

斯くしてロータリーの社会奉仕の概念が明確に確

立されましたが種々クラブの団体的活動に対して
一定の条件をっけているのが随所に見られます。

（全文6条）

又国際ロータリー（R．Ⅰ）に対しては－　R．

Ⅰは一般的な奉仕活動を研究して有益な情報をク

ラブに与えることがあっても決してクラブのいか

なる社会奉仕活動に対しても命令したり、禁止し

てほならない　　と明記してあります。しかし、

最近になってR．Ⅰはこの決議23－34に縛られるこ

とは時代の変化に適しないとして、これを葬り去

ろうと1986年のシカゴの規定審議会で画策をした

が、これが災いして日本の反発を買うことになっ

たら、ポリオプラスの募金を日本に期待すること

が難しくなることを考慮して急いで提案を取り下

げたと日本側のメンバーが指摘しています。

く日本のロト一夕リー〉

1920年（大正9年）東京にロータリークラブが

誕生しましたが、これは、フィリピン、インドに

次いで東洋では、3番目のクラブであり、福島喜

三次と米山梅吉の努力で創立されたものでありま

す。（米山は創立者には達いないが、日本人とし

ての初のロータリアン福島喜三次であります。）

初期の日本のロータリークラブは寛族趣味であっ

たのは初代会長米山梅吉の地位と環境の影響を受

けていることもうなずけられるが、しかし、1業

1会員制で少数の会員で作られるクラブには勢い

各業界のエリートクラスから政官界の大物によっ

て占められることを考えれば止むを得ないことか

もしれません。

日本のロータリアンの増加の特徴はクラブ内部

拡大による増強よりはむしろ子クラブを作る外部

拡大方式に頼っているが、10万人を越えた日本の
ロータリーは庶民的なものへと脱皮を続けている

のが事実であります。

しかし、職業奉仕の面に於ては観念的な理解を

示していながら、クラブの活動に於て何も実践さ

れていないと批判されています。この原因を分析

する人は、“シカゴクラブ初期のあの物質的互恵

主義から精神的相互扶助へと移行する過程の暗中

模索の中から得た体験と反省の経験がない為だと

指摘しています。

第2次大戦時軍の弾圧により日本ロータリーク

ラブは解散させられ東京クラブで米山が涙ながら

に挨拶をした事は有名な話しであるが、名称を変

えて地下潜行の形で会合を続け戦後、1949年（昭

和24年）3月23日、G．H．Qの了解を得て東京仮

R．Cが出来たのであります。吉田首相が祝辞を

読み、マッカーサー元師が名誉会員になったので

あります。

〈結　　び〉

結論として、ロータリーの奉仕活動は常に親睦

と歯車を噛み合わせなくては、成り立たないこと

であります。即ち、奉仕を優先させるべきではな

く親睦の道から入るべきで、更に親睦のエネルギー

を奉仕活動へ転化させることは当然の事でありま

す。ボールは“共通の仕事に協力せよ。意見異な

る時は、敢えて議論することなく親睦の深まるを

待て”と云っています。
“ロータリーは人生の道場だ”と米山は述べて

います。又、アメリカのあるクラブの例会場の入

口と出口には夫々、“入りて学び、出でて奉仕せ

よ”
“Enter tolearn．Go forth to serve

と書いているは分り易くて面白い。ロータリーを

吉田松電の松下村熟に例える人もいます。

考えれば、考える程突きとめようとしても無限

で尽きない不思議な魅力を持っロータリー思想の

行着く所は、宗教の境地だとも云われているので

あります。

（スマイル〕

佐々木　彦君　昨日塚原教授より山からの帰
りに幼稚園の子供達にと花を
たくさんいただきました。ち

ょうど雛祭でもありますので

春が来たお使いとして皆様に
も喜びを分かちたいと思いま

す。
清水二郎君　本日誕生祝いをいただきまし

たが、本当は2月14日のバレ

ンタインデーの日です。ちょ

うど例会日でもありお祝いし
ていただくのが、おこがまし

く恩いましたので、ついっい

欠席いたしました。又、入学
試験が無事終わりましたので。



秋元順雄君　本日紅花国体に向けての特別
強化指定の内示を受けました。

男子バレー部、重量挙部（ウ
ェイトリフティング部）、男

女柔道部（個人指定）であり
ます。又、校名変更の認可が

本日おりまして、学校法人羽

黒学園羽黒高等学校と校名が、

4月より変ります。宜しくお

願い申し上げます。

阿部信矢君　私の所属する委員会が親睦委
員会とは知りませんでした。

大変申し訳なく思っています。

又、明日次女が高校を無事卒

業致します。

村中文章君　鶴岡市の小兵木原総合体育館
もいよいよ着工した訳ですが、

当社で電気設備工事を受注致

しました。

塚原初男君　先日の第二回鶴岡在住留学生
を囲む会に盛大に参加させて

いただきました。

松澤圭一君　二月の例会を二週続けて所用
のため欠席しました。出席委

員会の皆様の出席率を低下さ
せましたことをお詫びします。

松田士郎君　五月に韓国のソウルで開催さ
れる世界大会の参加申し込み

を今日で締切とさせていただ

きます。参加者は鶴岡RC

（8名）、鶴岡西RC（5名）

鶴岡東RC（8名）、合計21

名です。又、私の次女が私立

大学を合格いたしました。

御頼義諦君　　2月26日、文化会館で鶴岡出

身佐藤敏直氏の作曲した『交

響讃歌やまがた』の発表会に

一一一肌8gだ嘗COβⅣER

整形外科　諸橋医院

諸　橋　政　桟

鶴岡市泉町8番66号

電話
（23）5731

（24）0815

合唱団員として、テノールで

参加でき、気分は爽快であり

ました。

石川寿男君　　本日は、多数の方からスマイ
ルをいただいたことに感謝し

て。

（ゲ　ス　り

鶴岡青年会議所　理事長　浅　賀　隆様

⊂ビジタ　ー）

立川RC　　滝　　禅　源　君

鶴岡西RC　瀬尾助三郎君

14日（火）のプログラム予定

職場訪問

東北電力㈱鶴岡営業所

◆供養の心を石に託して◆
総合石材
設計施工

金鈴　木
鈴

自宅　雀卓同市神明

石　材
木　茂　男
7－27（旧天神町）
5＞2　3－3　4　2　3

ヨ（112バイバス通り）
5＞2　5－12　5　5

町

電話＜023
工場　鶴岡市伊勢横内

電話＜0235
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卜癒■＿．社会
・芦、忘；‾

冠鴎熟貞

会　長　報　告

市　川　輝　雄君
一億円ふるさと創生交付金は各地に話題を巻き

起こしていますが、夢をつくり夢を確実にする大

胆なアイディアというものは仲々あるようでない

ものです。

鶴岡市では「城下町夢づくり」とテーマがきまっ

たようですが、兵庫県津名町では早速一億円で金

塊を購入、一年間展示して町民に見せたり触れた

りさせながら一年後に同額で売り戻す約束になっ

ているそうです。本当の使い道はその間にじっく

り検討しようという訳で奇抜な着想は人々をあっ

と言わせました。

金のインゴットといえば数年前、ロータリーの

職場訪問で田中貴金属の工場へ行った時、時価3

千万円の金塊を持たせてもらいました。ズッシリ

とした手応えが何とも言えないよい気分でした。

来週は東北電力さんへの職場訪問です。きっと

何か新しい生活体験が期待できそうです。

3月は職場人事の移動から学生達の卒業まで悲

喜こもごも別離の季節であるます。逢うは別れの

初めとか、人との出会いには必ず終局が待ち受け
ています。しかし、別れはまた新たな旅立ちの時

でもあり、そのたびに人間の深みが増していくよ

うな気がします。

○⊂）○⊂）OC〉○⊂）○⊂〉○⊂）000⊂lO⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂〉0⊂）○⊂）○⊂〉0⊂）○⊂）○⊂）0⊂〉OC〉OC〉○⊂〉○くつ○⊂〉

呂ロータリアン日記　〇月〇日
日　々決算

私達商売をしている者にとって、年末・年始

商戦に突入すると一種独特の雰囲気になる。

（考えて見れば、年365日、一日一日に変り

はないのであるが）従業員全員が、「一年の総

決算だ」と云う気特で仕事をしてくれるのは非

常に有難いことである。一人一人が自分の持場

で、自分の役割を完全に実行すること、決めた

事を決めた通りに実行することが最も大切であ

冒　るが仲々出来ない。年末・年始だけ実行しよう

茶道にいう一期一会もまた人との出会いを通し

ての生き方への教訓であります。

明日、関原君、松山君の送別会が催されます。

本日は3月の定例理事会が行われ、次の条件が

審議されました。

①1，500回例会を記念し3月28日の例会

時間を変更する件

②　30周年記念行事の次の例会日4月25日を

練上げ例会をする件

③　30周年予算案の補正の件

以上

幹　事　報　告

若　生　恒　吉君
会報到着

東京RC鹿児島西RC
RI日本支局より

RI情報誌及びポリオ、プラスニュース

253地区ガバナー事務所より

ロータリー大学教員のための補助金のご

案内

杉沢保吉前会員より

新任地からのお便りが入っております。

以上回覧中

⊂）○⊂）○⊂〉○⊂ICH＝〉0⊂IO⊂〕○⊂⊃○⊂）○⊂）Ot＝〉0⊂＝⊃⊂⊃○⊂）○⊂）○⊂）○⊂〉○⊂）○⊂）○⊂）○⊂）0⊂）0

0

としても出来るものではない。それには日々決

算、「毎日毎日のお客様との会話、クレームか

ら学ぶ、毎日の改善意識」等が積み重ねられて

なければ出来ないことである。売上高目標があ

る、毎日達成しなければ年間目標に達成しない

当然である。「今日のマイナスを明日のプラス

にしよう」仲々出来ない事である。日々決算・・…・

難かしいことであるがやらなければならない。

生意気な事を書きましたが、私自身の反省です03
一日一日を大切に．／　　　　　　　　　　　　呂

佐古田　義明　9
0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
0○○⊂〉〇〇〇⊂〉〇〇〇⊂〉○⊂〉○⊂〉〇〇〇⊂〉〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇⊂〉OC〉〇〇〇⊂〉○⊂）○⊂〉0⊂）〇〇〇（⊃〇〇〇〇〇⊂〉〇〇〇〇〇〇〇〇〇⊂）0⊂〉〇〇〇⊂）○⊂いつ⊂）（）〇〇〇〇⊂）○⊂）〇〇〇⊂）○⊂〉○⊂）○⊂〉C



。庄内分区より

庄内分区親睦ゴルフ大会のご案内

4月21日（鶴岡RC30周年記念式典前日）

場　所　湯の浜カントリークラブ

集　合　8時30分　スタート　9時

登録料　2000円　賞品沢山あります申込

みは事務局まで
。例会変更

酒田RC3月15日（水）の例会はポリオ、

プラス特別例会の為に3月15日6時30分

点鐘

新入会員スピーチ

場　所　ホテルリッチ酒田

登録料　3000円

今月の財団寄附の日は休会となりますので今日

の例会に変更します

今日の財団寄附金は10，597円ご協力ありがとう

ございます。

8日の関原、松山両様の送別会の出席の締切は

今日までです。

3月14日職場訪問例会の出欠席も今日までです。

今日例会終了後創立30周年行事の各委員長必ず

集合して下さい。

二人の　日　本画家の教訓
土牛と

0　奥　村　土　牛

先日のNHK特集ドキュ

メンターテレビ放送「百

才の富士、奥村土牛」は

視聴者に深い感銘を与え

た。（1／23，再放送1／

29）放送の内容は単に絵

の道だけでなく、人の道をも諭された番組として

心が洗われる思いで見入った。

土牛は明治22年東京・京橋に生まれて今年の
2月18日で満100才を迎えた。ドキュメンター

は今なお現代日本画壇の最高峰として精力的に製

作を続けている姿を「富士山」を主題にしての執

念の精進振りを、飾り気のない有りのままの放映
である。

富士山を本格的に描き始めたのが50年前、長

野の千曲川沿いに住まいしたとき、富士山を始め

て筆にしたと言われている。以来半世紀に亙り富

士山を描き続けて来られた、その執念には驚き入

る。

そして100才にして、数十年間にも亙り富士

山を措き続けて来られて、それでも措き足りず
「少々分かって来たが、もう少し描いてみたい」

と言われ、富士山に対する美意識、探求心は底知

れないものがある。これからも富士山をモチーフ

にして土牛の美の追及は深く行き着くことはない

だろう。
“「浄心」無くして富士は措けない”（横山　大

観の教訓）

こうした心情での製作された作品は、決して派

手な作品ではないが、見る人の心に迫り深い感動

荻須　一

三　滴　恒　棋君

を与えるのである。

最近富士山を描きに「富士宮」まで行かれてい
る。家族に自分から言い出し、100才の体を鞭

打ってのスケッチ旅行である。きっと富士山を直

に見たくて、じっとして居れなかったのであろう。

土牛の気迫が伝わってくる。年をとっても心は溌

刺としている。生命の限界を遥かに越えて人のな
せる業ではない、その姿は実に貴く美しい。床に

休んでいても常に右手の指を動かしている。休ん
でいても心で筆を持っているのだ。

土牛は筆を持っている時間よりも対象を見てい

る時間の方が長い。富士宮での旅行では、スケッ

チされている場の放映はなかったので、きっと旅

行中は富士山を観察したに留どまり、恐らくその

後に構想を練り絵にされたのであろう。

土牛の「凝視」する眼光は鋭い。対象を見極め

るまで筆にしない。画家のなかには、素早く完成

させる器用さを誇っている方も少なくないが、土

牛は製作に長い時間を掛ける、一作一作が完成ま

で遠い道程である。

土牛の名言

「芸術には完成は有り得ない」

荻　須　高　徳　（毎日新聞「余録」参照）

昭和61年にアトリエで製作中に倒れた、84

才であった。

荻須さんは姿勢が実によい、背をいっもきちん
と伸ばし胸を張っておられた。

白髪の萩須さんは古武士のような風格で、まな

ざしは鋭く剣豪のようであった。

人に会うときは優しい目をして親しみを感じさ



せるが、一旦製作に入ると、まなざし鋭く真剣そ

のもので態度は気迫に満ちている。萩須さんはそ

のような姿勢で50年余りもパリの街を描き続け

られた。

萩須さんの絵にはエッフェル塔も、凱旋門も出

てこない。もっぱら人々の生活が渉むパリの街を

精力的に措かれた。

日本人でありながらフランス人以上にパリを愛

し、作品には本当のパリが息づいている。

鋭い目が向けられるのは建物の足元である。

「建物が地面に接するところ、そこに建物の力

が集中しており、この部分をしっかり描かないと

力が表現できない」と語られている。萩須さんの

建物の足元はしっかりと克明に描き込まれ、絵全

体に重量感と安定感がある。

世界の画壇は時代の流れと共に、流行が繰り返

される。世の多くの芸術家たちはその流行に左右

される。

萩須さんは生涯そうした流行に惑わされ専ら自

己の信念を貫き通された。

その間っらい思いも味わったであろうが、その

都度「自分の立っている足場は何かと考えました。

足はいっも地面につけていなければならない。歩

くなら自分の足で歩かねばならない」と自分に言
い聞かせた。“人間の力も、よって立つ足元にあ

る”との教訓である。　若い画家に「どんな大き

な理想を立てても、時間の流れるほうが速い。夢

を描くより、一日一日大切にしなさい」「若いと

きはまだ先があると考えるが、先なんてない。足

元を固めなさい」との忠告である。

「芸術家にとって、そこで踏み止どまってよい、

などと言う限界なんでありません。ただ最善を尽

くし、考えて考えて試みて、つまずいたりして、

疑問を抱いたまま死んで行くのではありませんか」

荻須さんの教訓は、私達の人生、事業の経営に

も通ずる貴重な教えである。

土牛も荻須さんも、求道の精神は全く共通して

おり、教えられることが実に多い。

以　上

退会の挨拶
関　原　亨　司

只今会長のお話にもあ

りましたが「会うは別れ
の初め……」等と言いま

すが、その時が参りまし

た。伝統あるこのクラブ

に入会させていただいて

四年間、公私ともにご指導をいただきました。心

より感謝申し上げます。

私は常々心にしていることがあります。それは

ご縁と円であります。ご緑があればこそ皆様80

名余りの点と点が結ばれより大きな輪になり、大

輪の花が咲く訳です。これは私にとって最高の財

産です。一生大切にしていきます。ロータリーク

ラブの四つのテスト①真実かどうか（診みんなに公

平か③好意と友情を深めるか④みんなのためにな

るのかどうかを肝に銘じて今後頑張りたいと思い

ます。本当にありがとうございました。酒田にお

出の節は是非お声をかけて下さい。

委員会報告

創立30周年記念事業委員会

委員長　風　間　眞　一君

記念事業の“南洲碑”につきましては、皆様も
ご覧になっていると思いますが、昨年中に石碑の

土台がタブの木の場所に出来上っておりますが、

来週の例会日に当たります3／14（木）の午前中

に石碑及び添碑の据付を行う予定にしております。

例会場が東北電力さんになっており少しは離れま

すが、例会ご出席の前後にでもご覧頂ければとご

連絡申し上げます。
また、除幕式は4／22（土）記念式典の当日、

9：30～10：00までの間に関係者が中心に

なり行うことを計画しております。

3／14の工事（午後）終了後は除幕式までシー

トを被せて保存致します。

記念事業委員会としての発言はこれで終了と思い

ますのでこの場をお借りしまして一言とお礼を申

し上げます。

昨年1月以来記念事業委員会の活動は紆余曲折

ありましたが、皆々様のご指導ご支援により、こ

こまで進めて来ることが出来ましたことを厚くお

礼申し上げます。

出席委員会

年間皆出席
14年間皆出席　　板　垣　俊　次

13年間皆出席　　迎　田　　　稔

4年間皆出席　　飯　野　準　治

2月100％以上出席　6名

125％…張、市川、新穂、斎藤昭、若生、富田

（利）



2月100％出席　48名

阿蘇、藤川、布施、早坂、秋野（昭）石井、石川

（寿）、石黒、板垣（俊）、板垣（広）、飯野、
三井（賢）、毛呂、迎田、松田、皆川、村中、中

江、中沢、佐藤（昇）、佐藤（忠）、佐藤（順）、
佐藤（衛）、佐藤（友）、荘司、鈴木（善）、鈴
木（弥）、佐古田、庄司、鈴木（茂）、佐々木、

鈴木（肇）、高橋、丹下、笹原（信）、塚原、忠
鉢、碓氷、吉野、日向、来海、御橋、阿部（貢）、

阿部（信）、秋元、嶺岸、園部、村上

〔頭重活動委員会＿〕

3月会員誕生

佐藤　昇君　佐古田義明君　斎藤　寿一君

飯野　準治君　中野　活吾君　若生　恒吉君

御橋　義諦君　佐藤　忠君　埠木　茂男君

奥様誕生

高田　紀子様　板垣地永子様　小松　恵子様

早坂　保江様　秋野　順子様　石川　徳江様

村上　和子様　高橋多恵子様　皆川　直子様

佐藤　晴子様

区マイ　元つ

笹原桂一君　　息子が大学に合格致しました。

笹原信一郎君　　長女が先月結婚致しました。

嶺岸穫三君　スマイルのところで佐々木さ
んの氏名をまちがいました。

又、カットの中に石井敬三さ

んの名前を落としましたので

お詫びします。

小池繁治君　営業所が隣のいたがきビルに
移転し3月3日より開店しま

した。電話番号、住所等は同

じですので今後ともよろしく

お願い申し上げます。

佐藤　衛君　元親睦委員長、藤川君のアイ
デアで会員の奥様方からもロ
ータリーの行事に参加しても

らいたく、日生の松山さんの

奥様を先生に「布花教室」を

開き、以来2年半家内も皆出

席させていただきおかげ様で

部屋中花でいっぱいになりま

した。感謝をこめてスマイル

させていただきます。

本日のロータリー財団寄付10，597円

Fジター」
三浦次雄君　（鶴岡東RC）
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新生Jrβ　国内、海外旅行のお申し込み

お問い合せは

Jrβ　鍔厨支店

〒997　鋼帯本町二7‾百g一朗

かβ235r22ノ9ββ3

許β235ぐ22ノ3β7J

医療法人斎藤胃腸病院

院長　斎　藤　寿　一

鶴岡市本町二丁目2－35
電話　（24）7551

あれこれくらペてやっぱり電気の湯

東北電力㈱　鶴岡営業所

〒997　鶴岡市本町二丁目2－55

TEL　22　－135J

迎　田　　稔

迎　田　歯　科　医

鶴岡市本町2－4－25i

l

l

一一一一●一一一一一一一一一一一一一一・ポリオプラスを成功させよう　世界社会奉仕委員会－■

院
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会　長　報　告

市川輝雄君
08日の夜、長山事において関原、松山両君の送別

会を行いました。30数名の参加者を得て、クラブ

に尽力されたお二人を送るにふさわしく盛会でし

た。人生とは思い出を重ねてゆくものであります。

新しい任地の遠近にかかわらず、鶴岡時代のよさ

をしみじみと反窮されることと存じます。

0本日は東北電力さんに職場訪問させて頂いている

訳ですが、前所長の杉沢さんが転勤されたばかり

で大変ご迷惑をおかけしました。同時に自分の職

場で行われる入会セレモニーも初めての事です。

私は、東北電力さんの広報誌「白い国の詩」を毎

号読ませてもらっていますが、非常にエスプリの

利いた編集ぶりで、この種の広報誌の中では、トッ

プクラスではないかと存じます。特に東北に取材

した特集記事は見応えがあり、巻頭の有名人の

「言葉の泉」「くらしのなかの医・燭・従」など

も楽しい読物です。なんといってもあからさまな

宣伝臭さがなくて、安心して読めます。

⊂〉○⊂⊃○⊂〉○⊂〉0⊂〉○⊂〉○⊂⊃○⊂〉○⊂）○⊂）○⊂）○⊂〉Ot＝〉○⊂H⊃⊂⊃○⊂）○⊂〉○⊂）OC〉OC〉○（⊃○⊂〉○⊂）OC〉

ロータリアン日記　〇月〇日

スポーツ業界雑感
「ヒト、モノ、カネ」これらは経営の三要素

といわれる。近年はこれに「情報」を加えて四

§誓票諾讐まき誌芸票呈も品窒是冨蒜も豊
呂　たないというわけだ。特にスポーツ用品業界を
呂　一つの経営体として見たてた場合、健全経営の

§　状態とはいえないだろう。数年来の売上低調、
9　価格を含む過当競争などから、かなり疲労して

呂　いると見ることができよう。
呂　　経営要素が不備なのか、どの要素が欠けてい

030周年記念事業として着々と計画を進めていた西

郷南州の「敬天愛人」碑が愈々本日土台に据えら

れました。すでにご覧になった方もあるかと思い

ますが、さすが重量が4トンもあると迫力があり

ます。粒々辛苦の末、完成された記念事業委員会

の皆様に厚く感謝申し上げます。顔を見せるのは

今日だけであとは除幕式までシートをかぶせます

のでまだ見てない方は閉会後ご覧下さい。

0交換留学生アーレン・マッキーさんと入れ違いに

オーストラリアに渡る斉藤さゆりさんが、3月25

日に出発します。はるかな国への旅に胸を躍らせ

ている彼女にささやか乍らお餞別を送り、壮途を

励ましたいと思います。鶴岡とサリーナとの間の

単なるメッセンジャーとしてではなく、オースト

ラリアに温かい血の通った日本の心を伝えて来て

下さい。

幹　事　報　告

書生恒吉君
。253地区ガバナー事務局より

○⊂）○⊂〉ODO⊂）○⊂〉○⊂）○（⊃○⊂〉0⊂〉0⊂）○⊂）0⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂〉○くつ○⊂）○⊂）○⊂）0⊂〉0（⊃（

世は健康レジャー志向が高まっている。徐々
にではあるが、施設も余暇時間も増えてきてい
る。取り巻く環境は決して悪かろう筈はないに
もかかわらず、「売れない、売れるモノがない」
と言われて久しい。「モノ」が欠けているのか、
それも「売れるモノ」が。
今や消費者の要求「ニーズ」は多様化、固定

化している。その消費者の要求を満足させるに
はそれ程専門的でなくてもよいが、一方では、
より技術的な商品を求めると言うようにきめ細
かく対応しなければいけない。業界の原点はモ
ノである。業界の企画、開発力が業界浮上のカ
ギであるように思う。

呂　るのか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　皆川光吉
○⊂〉○⊂〉○⊂）○⊂〉○（⊃○⊂）○⊂〕○⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂⊃○⊂）○⊂）○⊂）○⊂）0⊂〉OC〉○⊂〉○⊂〉○くつ○⊂〉○⊂〉○⊂）○⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂）○⊂〉0⊂〉○⊂）0⊂）○⊂〉○⊂）○⊂）○⊂）○⊂）○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂）○⊂〉○くつ○⊂）0⊂）



国際花と緑の博覧会のパンフレットと入場

券予約申込みの案内

普通入場券　大　人　2，900円

希望の方は事務局まで申込みのこと

0　会報到着　酒田中央RC

O　例会変更のお知らせ

・酒田中央RC　3月24日（金）古ビナ鑑賞

会の為

日　時　　3月24日（金）7時点鐘

場　所　　相馬屋

登録料　　8，000円

・鶴岡西RC　　3月24日（金）ワインを飲

む会の為

日　時　　3月24日（金）6時30分点鐘

場　所　　グランドエル・サン

登録料　　4，000円

0当クラブの3月第3例会は、法定休日の為休会。

・3月第4例会は、1500回記念例会の為に

日　時　　3月28日（火）6時30分点鐘

場　所　　産業会館5階ホール

バイキングと飲酒例会となります。

。新会員推薦につき氏名公表

矢口良行さん。㈱山形テレビ鶴岡支局支局

長。職業分類民間放送　推薦者新穂光一

郎君。反対される方は、10日以内に幹事ま

で書面にて送付して下さい。

職場紹介・見学会

ー　東北電力㈱

皆様ようこそいらっしゃいました。先程ご紹介

賜っております三浦でこざいます。これから当営

業所について若干のあらましをご説明を申し上げ、

引き続き所内の要所のご見学を賜りたいと存じま

す。

お手許の配布させていただいた資料について後

程ご覧下さい。

出席報告及びスマイルは、第4例会に致します。

ゲスト挨拶

斉藤さゆり　さん

このたび鶴岡ロータリー

クラブから3月25日より

オーストラリアに派通さ

せて頂くことになりまし

た。羽黒工業高校2年の

斉藤さゆりです。

もう1週間一寸で出発致します。不安が一杯で

すが一生懸命皆様のご期待に添えるよう頑張って

きたいと思います。ありがとうございました。

（餞別とバーナー贈呈）

〔＿職業奉仕委員套〕

佐藤　　衛君

今日は職業奉仕委員会の大事なプログラムであ

ります会員の職場見学会でございます。東北電力

さんには色々とご協力を頂き着任まもない三浦所

長以下、全職員の方、真心をもって、温かい気持

で私どもを迎えて頂き大変有難く厚くお礼申し上

げます。

これから三浦所長さんより職場のご紹介を頂き、

その後に所内を視察させて頂きたいと思います。

今日の職場見学会が会員の知識の向上の一助にな

れば幸いと存じます。

よろしくお願い致します。

鶴岡営業所　一
三浦　　勉君

当鶴岡（営）は由緒ある営業所であります。こ

の建物は2年前に解体新築したものであります。

当営業所では東西の田川郡を営業のエリアとしお

客様は80，600軒であります。当営業所では2月

末日現在、資料にありますように組織を変更致し

ました。即ち、従来の3課5係体制から5課7係

体制とし人員も増強、強化致しました。



［改正前］

営　業　所

お客様センタ岬

地域サービス係

配電1係

配電2係

作業係

［改正後］

営　業　所

総務課

お客様センター

副料金課　」

お客様サービス課

配電課　」

お客様係

技術サービス係

料金係

集金係

計画係

工事係

技術係

このように体制を強化し権限を大巾に

拡大致しておりますので今後益々サービ

スの向上に努力して参りたいと存じます。

（組織体制のご説明は省略させて頂きま

す）

また私共は直接お客と対応させて頂く

関係上所内にお客様がくつろげるような

空間「ふれあいラウンジ」とか、或は電

気教室などのスペースも用意致しており

ます。その辺も含めてご見学して頂けれ

ば幸いであります。大変ざっぱくですが、

一応口頭でのご説明にかえさせていただきます。

（この後、所内見学）

〔新会員毎夏〕

庄司嘉男君

氏　名　　三　浦　　勉　君

生年月日　　昭和11年3月6日

出身地　　秋田県

自　　宅　鶴岡市家中新町12－10

職　業　東北電力㈱鶴岡営業所長

家　　族　　妻　　涼　子様　S13．4．16

長女　ゆかり様　S38．12．19

長男　　健　様　S40．1．4

母　　キ　ナ様　T3．1．20

係員の説明を受ける参加者

略　歴　秋田工高　電気科卒

大船渡営業所長

塩釜営業所長

東通原子力準備事務所副所長歴任

趣味・特技　家庭園芸、釣、卓球、ゴルフ

新会員挨拶
三浦　　勉君

只今、ご紹介頂きまし

た東北電力鶴岡営業所長

を務めております三浦で

ございます。よろしくお

願い致します。

私は青森県外の勤務は初めてであり、赴任以来

ごく一部の一通りの挨拶をすませた程度で当地域



について西も東もわからない状況ですが、今後初

めての経験でありますが、当ロータリーの場を通

じ地域のことを中心に一生懸命勉強したいと思い

ます。またロータリー精神、主旨を充分理解し、

ロータリアンの一人として努力していきたいと思

います。これから大変お世話になると思いますが、

よろしくご指導の程お願い申し上げます。

（退会挨拶）
松山俊三君

本当に3年間お世話に

なりありがとうございま

した。心温まるお付き合

いを頂き誠に感謝にたえ

ません。特に家内までが

大変お世話になり過去10回の転勤の中で、当地で

の3年間程楽しい時はなかったと思います。今後、

東京に半年、その後秋田に行くことになりました

が、秋田に来られた折には是非お立寄り頂きたい

と思います。

益々の鶴岡ロータリークラブのご発展と皆様の

ご繁栄をお祈り申し上げます。本当にありがとう

ございました。

（ビ　ジタ　ー）

温海R．C　　　五十嵐　　清君

4月4日（火）のプログラム予定

0新入会員スピーチ　　嶺岸穫三君

カット：石井敬三君
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会　長　報　告

市川輝雄君
。シャウプ勧告以来、40年ぶりの税制抜本改革が実

現、4月1日から消費税が導入されます。エイプ

リルフールであってくれればよいがと願う人の多

いのも、まだ一般消費税の意義や仕組など、懇切

丁寧な説明が徹底していないからでしょう。政治

のことは触れたくありませんが、寛大な国民大衆

に対する思いやりに欠けた短兵急が、問題をこじ

らせているとしか思えません。長い期間をかけて

コンセンサスを得て欲しかった消費税であります。

「平成のねむりをさます消費税

3％で夜もねむれず」

の狂歌が庶民の声を代表しています。

03月20日交換学生斉藤さゆりさんと共に鶴岡市長

を訪問、25日にオーストラリアに出発するためサ

リーナ町長宛てのメッセージを頂いてきました。

今ごろは、ホストファミリーの家で心細い一夜を

過している事と存じます。

0先に米山奨学生として推薦していました中国出身

の陳蘭荘君が見事、資格テストに合格した旨、塚

原君より連絡がありました。大学の関係でホスト

クラブにお願いした鹿児島西クラブに厚く感謝申

し上げます。

。3月25日酒田ガーデンパレスみずほにて、村上ガ

バナーノミニーの国際協議会出発に際しての歓送

会が開かれました。村上ガバナーノミニーは、ア

リゾナ州フェニックス市で4月12日から20日まで

ガバナーとしての研修を積まれます。

吉田仁ガバナーは、国際協議会の成果に期待する

と激励され、これに応え、村上ノミニーは、「各

国のガバナーノミニーと交流し勉強してきたい。

RIの新方針は協議会で発表されるが、自分の役

目は地区の分割を軌道に乗せることと、新役員の

研修に力を入れ会員一人ひとりの向上を図りたい。

」と早くもその意欲を示されました。今や、253

地区、90クラブ、4，400名の希望の星である先生

の旅路の平安とご健勝を祈るのみであります。

⊂）○⊂〉OC〉○⊂）○⊂〉○くつ○⊂）○⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂IO⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂）0⊂〉CH＝）01＝〉○⊂〉0⊂事○⊂〉

ロータリアン日記　〇月〇日

男の生理
昭和36年入会当時、奉仕の第一歩として、先

ず知り合いを広めよ、その為には例会に出席す
ることが一番と教育された。それを忠実に実行
して来たら何時のまにか出席20年と云う「バッ
チ」を頂戴することになった。ところが数年前、
切腹以来、一ケ月中、一度位必ず欠席すること
が続いた。われながら不思議に思うことがあっ
た。ある時、「男の生理」と云うパンフレット
を目にした。それに依ると男性にも、女性の生
理に似た周期があるそうだ。ゆうつになったり、
イライラしたり、無性に酒が飲みたくなったり

⊂）○⊂⊃Ot＝〉0⊂〉○⊂）○⊂）○⊂）○⊂）○（＝〉OC事○⊂）○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂〉○くつOC〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂）○⊂〉0

0

するのが男性らしい症状だと云う。元巨人軍の
長島選手が現役の頃一定の周期で成績が落ち込
むことがあった。彼の場合は、42日周期。王、

野村、張本といった選手も、30日から40日の、
一定の周期があったという。何月何日が自分の

生理日などとはいえないが、ある種の周期で体
調の好、不調の「リズム」があることは間違い
ない。そうなると将来、男性にも生理休暇が認
められる時代が来るかもしれない。ゆうつになっ
たり、イライラしたり、無性に酒が飲みたくなっ
た時、これは毎日生理日なんて云わないことだ。

私の例会欠席は正に私の生理日であったようだ。
三井賢二

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
∩
V
O
n
V
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
∩
V
O
n
V
00



（幹事報告（代理））
板垣広志君

。定例会変更

・八幡RC　　4月より例会は土曜日から

水曜日に変更

0会報（その他）到着

・山形RC、山形西RC、酒田東RC

・いなほ作業所より「いなほ作業所だより」

が到着

・田中鋳造さん、関原享司さんより着任の

挨拶状が到着

以上回覧中

0例会変更のお知らせ

・酒田東RC　　4月6日例会、台湾常葉

RCとの結盟式の為

日　時　　4月6日　午後5時　点鐘

場　所　　ホテルサンルート酒田

登録料　8，000円

これに出席希望の方は例会終了まで事務

局か幹事まで申し込んで下さい。今日が

締切です。

・余目RC

日　時　　3月31日12時15分　点鐘

場　所　　センチュリープラザ和心

登録料　1，200円

0創立25周年記念式典のご案内

米沢RC

日　時　　5月5日（金）

12時30分登録開始

場　所　　ニューグランド北陽

登録料　10，000円

記念講演は、山形大学教育学部教授

松野良寅氏

希望者は4月10日まで事務局まで申し込んで

下さい。

0当クラブ例会のご案内

4月第2例会、11日は30周年記念行事の各委

員会の会合例会としますので、各委員会別に

着席して下さい。

I l

（会員スピーチ）

一　幹事・会長時代の思い出　一

三井賢二君

幹　事　時　代

○昭和36年9月　8名と

同時に入会。会員数48

名になる。出席委員会

に所属。そのかいあっ

て20年皆出席のバッチ

をいただく。

○昭和37年2月　臨時総会にて次期幹事に指名さ

れる。入会後6ケ月、正に晴天の霹靂。大

役であり、7月迄、手続要覧を2、3度読

み返す。

○昭和37年11月　山形県LC．G．F．を駅前農協

会館にて開催。県内全部の10クラブが参加。

ホーラムリーダー直前ガバナー佐藤武夫P．

G．当時、現在のような優秀な機械がない

ため、記録の手段としてNHKの全面援助

を仰ぐ。大型録音機を駆使し、すぼらしい

録音がとれた。良い思い出となっている。
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○昭和37年12月　市体育館前に「四つのテスト」

の碑を設置。社会奉仕委員長、斉藤得四郎

君のご尽力に依る。現在駐車場になってお

り、見にくくなっているが、当時大変苦労

して造ったものなので是非ご覧戴きたい。

○昭和39年2月　鹿児島西RCの土橋会長他数名

の方々と鹿児島空港ターミナルビルの一室

にて会見、三浦岩治郎君、会長メッセージ

を持参。鮫島氏との再会。

会　長　時　代

○昭和46年13代会長の指名を受ける。当時、立

ちくらみなど体調不良の為困惑する。張君

の「会長になることは、最高の良薬である」

というアドバイスを受け、それは正に当を

得た名言でした。

○庄内・最上地区Ⅰ．C．G．F．を庄内銀行四階ホ

ールにて開催。日曜日にもかかわらず、銀

行の御好意に依り会場借用する。ホーラム

リーダー安斎P．G．

0G．S．E．P．のメンバーとして庄内銀行の本間

利夫君を推薦。6週間のオーストラリアの

国際親善に参加する。

国際奉仕委員長の中江亮君の御尽力に依

る。

○鶴岡公園、大宝館前の堀に噴水三基寄贈。社会

奉仕委員長の嶺岸光吉君の御尽力に依る。

○早坂栄四郎君、庄内より初のガバナノミニーに

推薦される。これについては、30周年記念

誌に書いているのでお読み戴きたい。

（新会員紹彿）
庄司嘉男君

氏　名　奥　野　洋　一　君

生年月日　　昭和23年10月2日

出身地　秋田県

自　　宅　鶴岡市家中新町1－35

職　業　　NTT鶴岡電報電話局長

家　族　妻　美枝子様　　S．23．7．6

長男　洋　史様　　S．50．8．20

次男　大　介様　　S．53．6．19

略　歴　　秋田高等学校卒

東北大学文学部卒

福島大学経済学部卒

趣味・特技　囲碁（2段）、ゴルフ、読書

（新会員挨拶）
奥野洋一君

奥野です。入会をお許

し戴きまして有難うござ

います。簡単に御挨拶い

たします。49年に当時の

電電公社に入社し、この

3月で15年になります。

その間、転勤は9回ぐらいです。出身は秋田市で

す。家族構成は、先程紹介頂きましたが、男の子

二人で、転勤のつど一緒に連れて歩いています。

趣味は、囲碁はやっていないので、力が落ちてい

ます。ゴルフも御指導いただきたいと思います。

（新会員紹介）
新穂光一部署

氏　名　　矢　口　良　行　君

生年月日　　昭和19年1月25日

出身地　　山形県

自　　宅　鶴岡市城南町5－4

職　業　㈱山形テレビ鶴岡支局長

家　族　妻　みち子株　　S．23．3．2

長女　由紀子様　　S．54．9．24

長男　　大　様　　S．56．3．28

略　歴　寒河江高等学校卒

日本大学法学部卒

寒河江青年会議所

寒河江水泳連盟

山形県水泳連盟

趣味・特技　水泳（日本泳法水府流大田派一級生）

スキー（家族スキー）



（新会員挨拶）
矢口良行君

輝かしい1500回記念の

時に入会させていただき、

ありがとうございます。

実は私、昭和46年私ども

の会社ができて2年目に

庄内支社が農協会館の中

にあり、こちらに来ていました。47年東京支社、

50年にもどって本社務め、開発事業局という部署

で、プロ野球、サーカス、動物園など興行の責任

者をしてきました。もともと営業でやってきまし

たが、十数年こちらの仕事をしてきました。広告

の営業はすっかり忘れたところでこちらにやって

まいりました。いろいろとお世話になると思いま

す。どうぞよろしくお願い致します。

（ス　マイ　ル）

山口篤之助君　1ケ月程例会を休みました。

手術も順調にいき、入院中会

長、幹事にお見舞をいただき

ました。普段の健康管理を痛

切に感じました。お蔭様でこ

の通り元気になりました。

阿部信矢君　　おととい、雪がこいをといて

いたら、お金、免許証、キャ

ッシュカードの入った包を拾

いました。警察に届けたとこ

ろ、昨日落とし主がお礼にみ

えました。その時の五千円を

スマイルします。

秋元順雄君　　3月13日に三井病院で次男が

誕生しました。推薦者の中井

さんの名前を頂戴しました。

中井さんの様な大物になるよ

うにと願っています。

4月1日付けで学園長補佐に

なりました。東京とこちらを

往復する形になります。お金

と生徒集めに頑張りたいと思

います。

村上龍男君　　娘が佐々木さんの所に採用し

て頂き、23日からお世話にな

っています。3人の娘のうち、

初めて就職致しましたので。

津田晋介君　二人目の孫が、三井先生の所

で誕生しました。母子ともに

健康です。

鈴木茂男君　　先日記念碑が完成しました。

事業委員会の皆様には大変お

世話になりました。合せてス

マイルさせて頂きます。

三井　　徹君　　「敬天愛人」の碑が完成し、

うれしく拝見しております。

記念事業委員会の方々御苦労

様でした。

秋野昭三君　　羽黒高の隣に、特別養護老人

ホームかみじ荘完成し、感謝

状を頂きました。

忠鉢　徹君　子供3人が卒業しました。湯

田川小学校が、小規模校なが

ら、第5回ミニバスケ全国大

会に出場することが出来まし

た。なお、梅も5分から満開

になりますので皆様よろしく

お願いします。

若生恒吉君　例会に遅れ、板垣直前幹事に

は大変お世話になりました。

塚原初男君　　今春、私共山大の、農学修士

になられ、引き続き鹿児島大

学連合大学院博士課程宮崎校

に進学された、中国からの留

学生陳蘭荘さんの米山奨学生

合格を祝して。合せてお世話

になった会長さん、幹事さん、

小池米山委員長、同委員会の

皆様、鹿児島西クラブ、同ク



ラブへのメッセンジャー役を

果して下さって石川さん、斉

藤さん、253地区のバストガ

バナー九里茂三先生、多くの

方々からの温かい友情と御高

配に。

中野清吾君　小生この度、日本商工会議所

会頭より感謝状を頂きました。

これも皆様のおかげと厚くお

礼を申し上げスマイル致しま

す。

藤川享胤君　23日羽黒高の斉藤さゆりがオ
ーストラリアに出発致しまし

た。会を代表して駅まで見送

りに行ってきました。26日無

事着いたという連絡が入りま

した。有難うございました。

また、来月に21日に当クラブ

の創立30周年記念式典の前日

ですが、これを祝う分区主催

の記念ゴルフ大会を行います。

賞金総額30万円ということで

すので奮って御参加下さい。

中江　亮宕　秋元校長の御子息誕生お目出

とうございます。酒の上の冗

談かと思っていましたら本当

に自分の名前を付けて頂いた

そうで大変恐縮しております。

私に似ないで大物になって頂

きたいと思います。

庄司嘉男君　去る23日山形県の地方労働委

員会に使用者側の委員に指名

されました。最初は辞退しま

したが、これも社会奉仕の一

環かなと思い引受けました。

－　15　0　0　回記念例会　－

本日、クラブの例会は通算1500回を迎えました。

毎週の例会がクラブの存在意義であるロータリー

にとって、こんなにめでたいことはありません。

クラブを代表してどこの集会に出席しても、当ク

ラブは常に一目おかれ、その安定したクラブ運営

と優秀な会員の多い事が羨望の的となっていっも

面映ゆい思いを致します。これも先輩諸兄のうま

ず、たゆまずの努力の積み重ねが今日の鶴岡クラ

ブを大磐石にしたものと存じます。昭和の年代の

半分を経てなお平成の世に生き継がむとする正に

「継続は力なり」であります。

1500回が2000回になっても鶴岡クラブの色も形

も変らないでしょう。しかし外見は変らなくとも

内部は激しく燃えさかっているのが当クラブの特

色です。古くて新しいクラブ、常に新しい時代を

呼吸し、いざ事があればフレッシュな感覚を反映

させる力を持っのが、わがクラブであります。と

会　長　挨　拶

もすれば、来るべき創立30周年行事こそ、その真

骨頂を発捧されなければなりません。乞い願くは、

各委員会とも万全の協力態勢をとり、栄光あるク

ラブの面目を躍如たらしめん事を望む次第です。

30周年記念式典まであと僅か25日であります。

一層のご健闘を願いまして挨拶と致します。
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（会長報告）
市川輝雄君

北国の春は、桃、梅、桜と続けざまに咲きます。

湯田川の梅林は今が見頃だそうです。

土曜日あたり急に風が出ました。春になって最初

に吹く強い南寄りの風を春一番と云います。つい

で梅の咲く前頃に春二番が吹き、春四番もあるそ

うです。本格的な春の到来に先立ってそれまで満

を持していた春の気配が荒々しく吹きまくるのが

春の嵐であります。この頃、菓子屋の店先には、

彩りよく桜餅や、鷺餅がならび、街には、春休み
の子供達が学年が終了したという安堵感、解放感

から、のびのびとした姿をみせます。もっとも一

円を笑っていた商人にとっては、一円に泣かされ

る消費税の春でもありますが……。

さて先週めでたく1500回の例会を迎え、「継続は

力なり」などと申しましたが、ただ存続するだけ

では意味がなく、30年もすれば、そこになんらか

の個性がにじみ出ていなければならないと思いま

す。丁度絵画の世界において、名だたる画家の作

品にはおのづからなる作風というかオリジナリティ

があって人々の心を捉えて離さないように。長け

ればよいという時代は終わりました。30周年記念

行事の基本方針にもありますように、これを機会

に鶴岡RCのアイデンティテーつまり存在価値を

強く「般社会にアピールする必要があるかと存じ

ます。これに関して皆様のご意見をお寄せくださ

い。

030日、東京第一ホテル鶴岡の鳳凰の間落成披露に

招かれましたが、地方にはまれな広さと設備の豪

華さに目をみはりました。30周年式典には、ご来

客に対し、十分なおもてなしが出来そうな予感が

致します。どうぞご期待下さい。本日の第10回理

事会において次の事項が審議されました。
0ソウル国際大会参加者に対する補助金について、

当クラブより8名参加が予定されていますが遠隔

地にクラブを代表されて出席する訳ですので、登

録料85ドルをクラブで負担することとしました。

その分大いに勉強してきて後で発表をお願いしま

す。
0新会員の委員会所属について

転勤で退会された方の後任の方が大部分ですので

前任者の委員会（クラブ、30周年共）に所属して

もらいたいと存じます。

（幹事報告）
若生恒吉君

0ベにばな国体県民運動推進協議会より

協議会設立のご案内。当クラブも協議会の一員

であります。

呂　ロータリアン日記　〇月〇日
呂　「ふと考えた。」
呂　　近年「S O f t」という言葉が本来の意味をはみ
呂　出し、使われている。これはコンピューターのハー
呂　ドウェアとソフトウェアから始まって、「利用技術」
呂　と訳されている言葉であることは誰でも知っている。
呂　　流行りに乗って、この言葉を拡大解釈してみると

二十∵二：∵ニー‾÷
9　　渡り鳥の「渡り」のソフト、植物は一体如何なるソ
2　フトウェアで春咲き物、夏、秋、朝、昼、夕、といっ
誓　た様に違うのか。鳥や動物は「本能」によって行動
9　するとされるが、万物を動かしているソフトウェアは
2　一体誰が考えたのか、考えてみると不思議である。
0
0⊂）○⊂〉○⊂）○⊂〉0⊂）○⊂〉○⊂）○⊂⊃○⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂）○くつ○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂IO⊂〉○⊂〉0⊂〉0⊂〉○

⊂）0⊂）○⊂）（⊃⊂〉○⊂〉○⊂lO（⊃0

0

私は、ワンパターンの生活の中で、たまに祭日と　呂
か、日曜日で予定のない時、よく独り言をいう。
「はて、今日のソフトは…」

人は自分の考えで生きていると思っている。しか
し私は疑わしいと思う事がよくある。「明日のこと
は分らない」東洋人は暦を作り運命を考え、血液型
によっで性格を考え、「星占い」とかも若い女性に人
気がある。人間の本質は「不安」ではないだろうか。
不確定要素が余りにも多いのだ。

元芸忘二言芸芸妄言警霊‡言誓；さ警こ警誓慧≡
信するあまり、人間の考えよりコンピューターの結
異を信用する事はないのか。不確定要素があればこ　9
そ人類は進歩して来たというのに。　　　　　　　2

（平成元年3．5）　　　　　石井敬三　宍



0ポリオ・プラス委員会より

ポリオのパンフレット到着。

以上回覧中
0例会変更のお知らせ

・鶴岡東RC　鶴岡RC30周年記念式典の為

日　時　　4月22日（土）11時点鐘

場　所　東京第一ホテル鶴岡
030周年記念式典の参加の件

役員理事の方々は婦人同伴を義務とします。

皆様もこの機会に奥様同伴をお願い申し上げま

会員スピーチ

す。特に単身赴任者は是非鶴岡の桜を奥様に見

せて同伴して式典に参加して下さい。

第四回クラブ協議会のご案内

第2例会終了後、産業会館第1会議室で1時30

分より3時30分まで開催致します。委員長欠席
の場合は代理の方の出席をお願い致します。

新会員の氏名公表

松永輝夫さん　日本生命保険（相）荘内地域担

当支社長。職業分類は生命保険です。

一　千葉大学附属養護学校の生活　－

一年前の、今日4月4日、私は、富士印刷に入

社しました。鶴岡に来て丁度一年が過ぎました。

鶴岡に引越すにあたって一番心配だったのは、仕

事のことよりはむしろ天候のことでした。これま

で三十数年問ずっと太平洋側で生活して来ました

から、日本海の冬というものがどんなものなのか

気掛りでした。毎朝、家と会社の雪かき、吹雪く

時は、視界が全く利かない。雪は空からではなく、

地面から降ってくる。ひと冬に何度も屋根の雪降

ろしをしなくてはならない。などと脅かされ、そ

れなりの覚悟をしてやって参りました。ところが

期待（？）に反して、今年は、一度も地吹雪を経

験しないまま春を迎えることになりそうです。ホッ

とする半面、肩透かしを受けたような気持です。

この暖冬傾向が良いのか悪いのかわかりませんが、

来期の冬は2年間の反動で大雪ということになら

ないことを願っています。

さて本日は、昨年まで勤務しておりました千葉

大学附属養護学校の紹介をさせて頂きたいと思い

ます。本校は、昭和40年、千葉大学附属小学校に

知恵遅れの子供のための特殊学級が開設され、43

年には附属中学校にも同様に特殊学級が開設し、
48年それぞれ、小、中から独立し、高等部を加え

て千葉大学附属養護学校が創立されました。57年

までは、西千葉駅前の大学キャンパス内にありま

したが、この年、校舎が手狭まになったので、現

在の長沼原に移転致しました。ここは、千葉市の

北のはずれ、八千代市と接する所で、ピーナッツ

畑と牧場の点在する、いかにも千葉の田舎らしい

所でした。そのため非常に交通の便が悪く、通学

する子供たちは大変です。スクールバスはあるの

ですが、これを利用できるのは小学部の児童だけ

嶺岸薩三君

です。中、高の生徒は電車、バスを使って自主登

校しています。バスは1時間に1～2本、バス停

から学校まで歩いて20分かかります。たしかに不

便で、天気の悪い時などはたいへんですが、この

不便さの中で生徒たちは、自力通学できる力を身
に付けていき、社会に出てから大変役にたってい

るなと感じています。

小学部21名、中学部21名、高等部30名、教職員

28名、全員合せて丁度100名の学校です。千葉大

学附属養護学校は、指導法として、「生活単元学

習」を中心に教育を行っている学校で、全国的に

知られています。公開研究会には、毎年500人以

上の教員が全国から研修にやってきます。

私が、この学校に着任したのは、58年で1年目

は、一番小さな子供たち、小学部の下学年を担任

しました。障害も様々で、個性豊かな子供たちで

す。はっておくと「人「人が好きな所へ飛んで行っ

てしまいます。この子たちとひとっのことを作り

上げて行くことは大変根気のいる仕事です。

2年目から退職する昨年までは、高等部で主に、

作業学習と進路指導の仕事をしました。この二つ

は、高等部生活の柱になっているものです。「働

く力を身につけ、自立する」ことが、高等部のね

らいであり、毎日の作業も、進路指導の一環とし

て、実際の事業所で働く「校外実習」（職場実習）

も、このねらいによって行われています。わたし

は、高等部にいる間、木工班で主に「植木鉢カバー

」を制作し、年間86万円の売上を記録したことが

あります。作業学習が決して売上高で評価される

訳はないのですが、この数字に込められた生徒た

ちの頑張りは、大いにはめてあげられるものでし

た。なんとか100万円の売上をと頑張りましたが、



いっもあと一歩及ばず、生徒たちと学年末には残

念会をしたものです。本校は、「子供が出来ない
のは、出来る状況を作っていない教師の責任」と

いっもいっている学校です。年2回学校内の研究

会でいっも厳しい指導を受け、そういう意味では

非常に厳しい学校でした。

昨年、テレビで、鶴岡市に高等養護学校の生徒
の職場実習を受入れる事業所の組織ができたとい

うニュースを見ました。これは、大変すぼらしい

ことだと思います。千葉県の場合、市川市、船橋

市の公共職業安定所が中心になり、事業所、安定

所、学校が協力体制をとって、生徒の職場実習か

ら就職まで一貫した指導を行っています。残念な

がら千葉市の場合は、そういう体制ができておら

ず、生徒の進路指導はもっぱら教師の手に委ねら

れているのが現実です。そういう意味で、進路指

導の多くの部分は、職場開拓に当てられます。そ
の方法はといいますと、色々あるのですが、最も

効率の良かったのは、新聞広告の求人の折込を利

用することでした。求人広告が入っていたら、必

ず生徒に持ってこさせ、これはと思う会社に電話

して職場実習の依頼をします。うるさがわれ、邪

険に断られるのを覚悟して行うのですが、意外な
ほど良くこちらの話を聞いてくれます。最も望ま

しいケースは、1年の職場実習から、3年間、年

2回の実習を同じ職場で行い、本人、ご両親、会

社、学校がそれぞれ納得の上で就職することです。

しかし、実際には、四者が合意に達するというこ

とが難しいのが現実です。本人、会社、学校がよ

しと思っても、親御さんが断るということもあり

ます。事業所でも実習までならいいのですが、い

ざ就職となるとなかなか首を縦に振ってくれなく

なります。そのことは、今、立場が逆になってよ

くわかることなのです。それだけに生徒をこれま

で採用してくれた事業所の方には、本当に感謝し

ています。54年養護学校が義務化され、これまで

自宅にいた子供たちにも教育の場が保証されるこ
とになりました。この頃から障害の重度化という

傾向が強くなり、高等部卒業で就職できる生徒は
2割から3割と言われています。本校での就職率

は、ここ数年平均で8割以上だと記憶しています。

特別他の養護学校より程度が高いと言う訳ではあ

りません。やはり全職員の結束による指導体制と

熱意によるのかなと今思っています。

今日はこんな硬い話ではなく、だれだれちゃん

が、帰宅途中でいなくなり、全職員が探し回り、

夜中の2時に銚子で発見され車で迎えに行ったこ

ととか、朝日佐倉マラソンで生徒と42．195キロを

走ったこと、私が音戸を取らせて頂いた第1回の

養護学校駅伝大会のことなどを話したかったので

すが、原稿を書き出したらこんな具合になってし

まいました。失礼致しました。

（委員会報告）

（ローターアクト委員会）

委員長　高田耕助君
7日6時より中国飯店にて、「ローターアクト

クラブ会員候補者とローターアクトクラブOBと

の語る会」を開催します。平成元年又30周年等記

念すべき年でもあり、是非共ローターアクトクラ

ブを再発足したいということで企画致しました。

再考の上、会員候補者を推薦下さいまして、ご参

加下さいますようお願い致します。

（30周年祝賀委員会）

委員長　三井　　健君
現在、参加人数の予定は、290名近くになって

います。ただし、これは奥様方を含めていない数

です。当日は、是非奥様方のご出席をお願いし、

最低でも50名程度、全員参加を期待しております。

先般のIGFの様にお給仕をさせるということで

はなく、テーブルに付いて頂き、テーブルでの接

待をお願いしたい。この際、単身赴任の方も奥様

をお呼び頂き、ご出席をお願い致します。

6日、東京第一ホテルにおきまして、会費6，00

0円で試食会を催したいと思いますので、祝賀委

員会の方はご出席をお願い致します。接待委員会

からの申し出がありまして、次の祝賀委員会の方

は、当日、9：30～11：00まで接待委員会（委員長

山口篤之助君、副委員長布施隆夫君）の手伝いを

お願いしたいと思います。

石川一男君、忠鉢　徹君、来海憲宣君、

村上龍男君、阿部　貴君、三浦恒頭君、

秋元順雄君、矢口良行君、奥野洋一君。

（30周年接待委員会）

委員長　山口　篤之助君
祝賀委員長さんが先般の例会で発表された通り、

台中港区並びに鹿児島西クラブのお客様40名をお

迎えして、前夜祭を催しますので是非大勢の方の

ご参加をお願い致します。（登録料4，000円）



（ス　マ　イ　ル）

斉藤　　昭君　　30周年記念行事に台中港区か
ら32名（内ご婦人13名）、鹿

児島西から7名（婦人同伴1

名）出席が決定、姉妹クラブ

委員長として御礼。

滝　　禅源君（立川RC）

松澤主一君　　4月1日JTB鶴岡支店新装

開店致しました。地域の皆様
に御愛顧頂けるよう、JRコ
ーナー、個人の総合旅行、ハ

ネムーンコーナーという形に

なり、今後共宜敷。

張　紹淵君　私の先生は、日本で初めて輸
血をした正田博士。昭和20年

4月23日、私がこの地を踏ん

で以来ずっとお世話になりあ

りがとう。

阿蘇司朗君　　3月30日、東京で全国優秀販

売店の表彰があり、東北で33

店の内の1店に選ばれ、庄内
の御力添えに感謝。

鈴木茂男君　　佐々木方丈様よりご注文の水
子観音が、お蔭様で無事完成。

吉野　　勲君　　娘に子供ができ、孫も合計4

人になりました。

荒井宏明君　　阿蘇君と中澤君から頂いた入
学祈願絵馬のお陰をもちまし
て長男が、鶴岡南高校に入学

しました。

佐藤　　衛君　　昨日娘の入社式で昼のNHK
さんのテレビに緊張した娘の

顔が放映されました。長男が、

甲状腺ホルモンの研究で博士

号を頂き、この4月から東大
の医学部へ出向し、基礎医学

の勉強を続けています。

（出席委員会）

年間皆勤席
26年間皆出席　　石　黒　慶之助

24年間皆出席　　佐　藤　　　忠

17年間皆出席　　佐　藤　順　治

15年間皆出席　　佐　藤　　　衛

6年間皆出席　　佐々木　誌　彦

斎　藤　　　昭

3年間皆出席　　碓　氷　節　雄

3月100％以上出席　3名

133％…藤川、市川、若生

3月100％出席　　48名

阿蘇、布施、秋野（昭）、石川（寿）、石黒、板垣

（俊）、板垣（広）、飯野、風間、三井（賢）、毛呂、

迎田、松田、村中、中江、中沢、佐藤（忠）、佐藤

（順）、佐藤（衛）、佐藤（友）、新穂、荘司、鈴木
（弥）、佐古田、庄司、佐々木、鈴木（聾）、斎藤

（昭）、高橋、丹下、三浦（勉）、笹原（信）、塚原、

忠鉢、上野、堆氷、吉野、日向、阿部（貢）、富田

（利）、阿部（信）、三浦（恒）、秋元、嶺岸、園部、

村上、奥野、矢口

（親睦委員会）

4月会員誕生

日向一男君・村中文章君

新穂光一郎君・阿蘇司朗若
奥様誕生

鈴木美枝様
中江道子様
石川貴美子様

（ビ　ジ　タ　ー）

一一一一ト次期会長報告4－－－－－－－－－－－－－－－一一…一一一・・・・・…・・……＝一

高橋良士君
早々と次年度のテーマが決定いたしました。

「ロータリーを楽しもう。エンジョイ　ロー

タリー」非常に簡潔でございます。しかし

乍ら、この簡潔な言葉の裏には深淵な、フ

ィロソフィーがありますので、個々のメン
バーの方でよく考えて頂きたいと思います。

フェニックスで国際協議会がありますが、

このテーマのターゲットについては、ガバ

ナーから説明があるようです。
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（会長報告）
市川輝雄君

暖冬のため桜の開花時期が例年より10日も早くな

り、準備が間に合わず、観桜会が中止になる騒ぎ
でした。昨夜、公園の壕端を「周してみましたが、

春宵一刻価千金とはこのこと、平安朝以降花と云
えば桜を指すそうですが、花は半開きをよしとし
て、五分咲き位を珍重した詩人を思い出しました。

やがて爛漫と咲き乱れて水の上に花いかだを浮か
べる日もま近いことでしょう。

式典まであと10日あまりとなりました。各委員会

も心忙しい日を送っている訳ですが、先日前夜祭
と祝宴の試食会を行いました。ホテル側に注文を

出して綿密な打ち合わせをしましたので、きっと
満足のゆく接待が出来るものと存じます。
記念品となる朱肉入り文鎮のサンプルが出来てき
ました。さすが日展入選作家の作品だけに小型な
がら見事な出来栄えです。アールの優雅ななめら

かさ、確かな手応えの質感、シンプルな形がかえっ

て芸術性を高めています。
ローターアクト委員会では懸案の組織再編成のた

め、去る7日、会員候補者を集め説明会を開きま

した。高田委員長の復活にかける意気込みに敬服

すると共に、きっと成功するものと確信しました。

青春まっさかりのいぶさにふれて、久しぶりに気

持が若返った感じがしました。皆様の事業所から
一人でも多く参加させて下さいます様お願い致し

○⊂）○（⊃○⊂）○くつ○⊂〉○⊂）OC〉0⊂〉○⊂IO⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂）○⊂⊃○⊂）○⊂⊃○⊂）○⊂）○⊂）○⊂）○⊂〉○〔⊃

呂ロータリアン日記　〇月〇日
§　昔の大きさ

呂　以前テレビのクイズ番組で音の問題が出題さ
呂　れたそうである。聞くところによると、小さな

賀声の虫が何匹か一緒に鳴くときには、どんな大
きな音になるかという問題だったらしい。そし
て回答は、一匹の声の音の大きさ（ホーン数）
を虫の数だけ単純に加え合わせるということだっ

たらしい。本当にそのようになるのかとの質問
であった、当然その回答は、間違いであると答

えた、厳密に言えば面倒な計算や実験をして答

えが出るのであるが、同じ大きさの音を発音体

ます。

今日と次の例会は、30周年の打ち合わせ会となり
ます。事に臨んで、予想外の底力を発揮するのが

当クラブの特色であります。来週は担当各委員長
の最終報告を聞き、質疑応答をすることになりま

すので、人員配置その他の要領をまとめて頂きた
いと思います。

（幹事報告）
書生恒吉君

会報到着
・鹿児島西R．C．　・酒田R．C．
・鶴岡西R．C．

例会変更
・余目R．C．観桜会の為、4月21日例会を

日　時　　4月16日　午前9時商工会前出発

場　所　　新庄市　最上公園
登録料　　5，000円

・酒田R．C．観桜会の為、4月19日例会を

日　時　　4月19日　午後6時30分　点鐘

場　所　　浜　　銀

登録料　　5，000円

30周年記念式典及び姉妹クラブ歓迎パーティーの

会員及びご婦人の登録締切は今日の例会中で締切
とさせて頂きます。

が同時に発音したとき、その合成音は、単独の

場合の二倍にはならないのが普通である。普通
の会話の声は、ホンで表すと大体1m位の距離

で60ホンか70ホン位である。三人の女性か

ら同時に話し掛けられたら（ただ一度もそのよ

うな事はないが）間違った考え方では、200
ホンになる計算である。ジェット機が発生する

音は、300m位先で大体120から130ホン位

であるからちょっと考えても間違いに気がっく

筈であろう。
日向一男

0
0

000000ロ000000



鶴岡ロータリークラブ会長先生
ならびに皆々先生方へ

留学生　　陳　　蘭荘
先生方のご協力で3月27日に私は、ロータリー

奨学生の合格通知を頂きました。大変うれしく思っ
ておりますが、先生方に対する感謝の気持で一杯

でございます。ここでもう一度衷心から厚くお礼

申し上げます。
もとの考えで鶴岡市で合否の通知を待って、4

月上旬の吉日に塚原先生にご案内して頂いて直接
に先生方にお礼を申し上げるという予定でしたが、

入学の手続きの関係で3月20日に鶴岡を離れるこ
とに致しました。合格して、よろこびとお礼の言

葉を直接に先生方に申し上げることが出来ないこ
とで非常に残念で申し訳なく存じております。今

度、ぜひ一度鶴岡に帰った時、先生方にお目にか
かりたいのです。鶴岡、先生方を離れても、皆様
のご指導、ご鞭捲、ご協力を賜りますよう心から

お願い申し上げます。
今、やっと入学手続きが終わって、新しい道を

踏み出したところです。今後、皆様のご協力を頂
きながら、頑張っていきたいと思っております。
ご安心下さい。最後になりますが、皆様、万事順

調でありますようお祈り申し上げます。

オーストラリア滞在報告

斎藤さゆり
オーストラリアに到着し、9日が過ぎようとし

ています。この9日間は、まるで1ケ月もあるよ

うに感じます。今は“サファリ・バス・ツアー”

という3週間の旅行中です。今日で4日目です。

世界各国から交換学生が82人もいます。一生懸命

英語を使っていますが、聞き取れないことや通じ
ないことが多く、今は、悪戦苦闘中です。
サリーナの人々は、良い方ばかりです。カウン

セラーのデパイン夫妻、最初のホストファミリー

のコレマン夫妻、そしてアーレンの家族と、みな

さん私に良くしてくれます。デパイン夫妻は、

「困った事があったら、いっでも私達に言いなさ
い。」と言ってくれますが、今のところ困ったこ

とがないので少し困っています。コレマンさんの

家族は、みんな楽しく明るく、毎日退屈せずにい
ます。アーレンの家族は、バーベキューパーティー

に招待してくれました。ご飯もあり、とてもうれ

しかったです。

まだ、学校に行っていませんが、一度だけ挨拶
に行きました。校長先生も良い方で、校内を案内

してくれました。スクールリーダーの3人の女の

子もとてもやさしく、さっそく友達が出来たとい
う感じです。

明後日、エアーズロックに到着です。今からと
ても興奮してます。英語が通じれば、もっと楽し
めるかもしれませんが、私はただ単語を並べるだ

けです。でも一年後にはきっと“英語”が出来る

ように、この一年一生懸命勉強するつもりです。

それではみなさんお元気で。

さようなら。

（ス　マイ　ル）

佐々木　霊彦君　　長期間休みましたが、3月末
22名の子どもを送り出し、4

月8日34名の新入園児を迎え
84名の大所帯となりました。

また鈴木さんのご尽力で家内
の一周忌に墓をつくることが

できました。

村上龍男君　　末娘が置賜の高等学校に入学
致しました。うれしいのとさ
みしさと両方です。

来海憲宣君　　上の娘が3中に入学しました。
先日、青年会議所の支店長サ
ミットが行われ、私の名と顔

が荘内日報にでましたので。

塚原初男君　15日からアーレンさんがホー
ムステイをすることになりま

した。毎日かわいい顔が見ら
れますので。

阿部与十郎君　長い間、公務でご無沙汰しま
した。それから私の2番目の

子供が早大経済学部に入学い
たしました。

庄司嘉男君　　9日、元会頭風間慶三さんの
7回忌追悼マージャン大会で

優勝致しました。
矢口良行君　先週子どもが第1小に転入致

しました。毎日元気に通学し
ております。

石川寿男君　孫娘が6日ピカピカの1年生
で第5小学校に入学いたしま

した。事故にあわない事を祈っ

て。

（ビ　ジ　タ　ー）

三浦正志君
（鶴岡西R．C）

古川唄仁一君
（鶴岡西R．C）



30

（会長報告）
市川輝雄君

0日本人はど桜の好きな国民はありますまい。

いさざよく散るという“散りぎわの美学”が国民

性に合っているのでしょうか、日曜の夜から吹い

た春二番は忽ち花を散らして、「夜半に嵐の吹か

ぬものかは」と心配した通りになりました。昨年、

長井に行った時、うわさに聞く久保桜を見てきま

した。長井市の脇を流れる松川の橋を渡って、ひ

と山越えた伊佐沢という所にポッカリと桜の大樹

があたりを払って咲いていました。暮れなずむか

くれ里のような山村に樹齢五百年の巨木が爛漫と

花をっけているさまは華麗というより一種妖艶な

ふんいきをただよわせていました。昔の人が古木

には「木霊」（こだま）といって精霊が宿ってい

ると、あがめ恐れたのもむべなるかな、と恩いま

した。一見の価値のある桜です。

0愈々待望の30周年式典が4日後に迫りました。云

うまでもなく記念行事は、式典並に祝宴と南洲碑

の建立、記念誌の発刊が三本柱であります。いづ

れもクラブの面目がかかっています。今日これか

ら各委員会の最終報告がありますが、桟の連絡を

密にして、他の委員会の仕事と云えども、一応頭

に入れておいて頂きたいと思います。

ここで基本方針をもう一度申しあげます。

・参加者に深い感動を与える式典

・ロータリアンとしての友情と喜びを満足させる

祝宴

・ユニークでしかも芸術的センスに溢れた記念誌

・市民に親しまれ後世まで高く評価される記念事

業

・鶴岡R．Cのアイデンテティを社会に主張する

広報

以上ですが、特に21日22日の両日は、大胆にして

細心、厳粛にして朗らかに、そして鶴岡クラブの

個性を出してもらいたいと思います。

。遠方より参加される西鹿児島R．Cより、名物の

焼酎とお菓子が送られてきました。菓子は生物で

すので早速今日頂くことにして、焼酎は祝宴の時

までのお楽しみとしてとっておきます。

姉妹クラブのお心づかいに有難く御礼申しあげま

す。

呂　ロータリアン日記　〇月〇日
§　「出会い」
9　　去る2月中旬久し振りに上京する機会があっ
星　た。食品機械の展示会が晴海埠頭で行われたの

で、なにか私の所でも使われるものがあるかと
云う目的と、たまには都会へでもと思って出掛
けた。暫く振りに見学に来た会場には所せまし

昌　と近代的な機械が並べられて、あれも欲しいこ
れも欲しいと眺めながら四つの会場を順次見て
廻った。たまたま三号館に入って以前から買替
えの時期にきていた蒸し物用の機械が展示して

星空諸芸写真姦三晶窪送票禁箕蒜是議書
9　あるそのメーカーの社長といろいろ機械の説明
0

を聞きながら話をしているうちに、たまたま私
のロータリーのバッチを見つけお互い遂、仲間
意識のようなものを感じながら一応帰って来た。
それから十日程すぎたある日態々今度は当社を
尋ねて来られた。鶴岡ははじめてのことだった
ので一応市内を案内しながら工場で彼の考え出
した無圧式と云うこの機械に私も感心しながら

諾盲謂鷲覧豊を孟…至だ節義蛋詣喜
来具合の均一的で良いのに気付き無理して一台　呂
買求めることにした。人との出会いは大切にし　8
たいものである、お蔭で今工場で機械はフル稼　萱
働している毎日です。

吉野　勲　喜
0
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（幹事報告）
若生恒吉君

0第47回国民体育大会鶴岡市実行委員会より本ク

ラブが実行委員会の実行委員に委嘱されました。

。認証状伝達式

・第269地区岡山県牛窓R．Cの誕生

日　時　6月18日（日）

場　所　牛窓町民体育館

希望者は5月20日事務局まで申込

0例会変更

・酒田中央R．C．4月28日（金）の例会は花

見の為に28日　7時貞鐘

場　所　ホテルリッチ酒田

登録料　6，000円

・八幡R．C．4月19日（水）の例会は花見例

会の為に19日　6時貞鐘

場　所　八森荘

登録料　3，500円

0会報到着　　東京R．C．

東北電力㈱　東北電力情報誌到着

。会費未納者13名周年行事支払の為に今月納付

。30周年式典に参加される御夫人の会費5，000円

は今日の例会中に納入して下さい。

0姉妹クラブ歓迎パーティーの参加者は6，000円

の内4，000円が会費負担となりますので当日持

参下さい。

030周年式典当日の集合時間は各委員会の委員長

の指示に従って下さい。

。30周年式典当日の御夫人の集合時間は10時30

分とします。

（新会員紹介）
庄司嘉男君

氏　名　　松　永　輝　夫　君

生年月日　　昭和14年1月2日

自　　宅　　鶴岡市大字日枝字海老島276－8

職　業　　日本生命荘内地域担当支社長

家　　族　　妻　　　綾子様　　S19．1．5

長女　智恵子様　　S41．4．1

次女　久美子様　　S43．8．14

略　　歴　　名古屋市立桜台高校卒

趣味・特技　ゴルフ、絵画、卓球

（新会員挨拶）
松永輝夫君

松永輝夫と申します。

2度目の鶴岡赴任であり

まして、丁度10年前に2

年間程こちらにおりまし

た。今回、荘内全域の担

当ということでこちらに

参りました。長女が4月9日に結婚したばかりで、

また次女がこの4月から就職致しましたので家族

は現在東京におります。そのためとりあえず単身

できております。今後何卒よろしくご指導賜わり

ますようよろしくお願い申し上げます。

（退会挨拶）
松沢圭一君

創立30周年と言う、伝

統ある鶴岡R．Cに入会

させていただいてから1

年と2ケ月、会員の皆様

にご指導、ご支援をいた

だきました事を先づもっ

て心より御礼申し上げます。会社の組織が変りま

して、鶴岡・酒田を庄内ブロックとして運営する

事になり、私は勤務上、酒田へ行く事になりまし

た。

ヽ－／



鶴岡R．Cで学んだ事を、これからの人生に生

かして行きたいと思いますので、今後ともよろし

くお願い申し上げます。終わりに、来る創立30周

年記念大会の成功と会員の皆様のご健康と、ご多

幸を切にお祈り申し上げまして退会のごあいさつ

にかえたせていただきます。

本当にありがとうございました。

（委員会報告）

創立30周年記念事業委員会

総務、式典、記念事業、記念誌編集、祝賀、接

待の各委員会より当日（4月22日）の運営方法

に関し概略の説明がありました。

・内容については省略させて頂きます。

N Bロータリークラブ会長からの

メ　ッ　セージ

Apri　9th　89

Tetsu Mitsui Ml）

Chairman Executice Committee

TsuruOka Rotary Cluh

Dear Dr．Mitsui：

Thank you for yourletter of March　24th．

Your expression of regrats at the passing of DrD．Heinleinis greatly appreciated．

Congratulations on the　30th anniversary of your Rotary Foundation．

RegetsI canmot be present at your commemoration．

Best　wishes and regards from　all of us at The New Brubswick Rotary Club．

We All　with yotl COntinued SuCCeSSin the future．

Your Simcerely，

Alfred D．Frumkin

presidemt

3月24日付の手紙ありがとうございました。故へインへイ医師への意に感謝申し上げます。

創立30周年記念おめでとうございます。式典に出席できないのがとても残念です。

今後とも、ますますご発展致しますことをお祈り申し上げます。



（ス　マイ　ル）

加藤有倫君　　鹿児島西クラブよりのお土産

をビジターにもいただきまし

てありがとうございます。

佐々木諾彦君　木蓮をNHKで取材していた

だきまして、その結果大勢の

方に見物に来ていただきまし

た。

丹下誠四郎君　「ザ・カクテル」という映画

が米国で話題になっているよ

うですが、庄内日報さんの好

意により、カクテルに因んで

若い女性が取材に来てくれま

した。30分位二人きりでカク

テルに関する話をしました。

カクテルについての歴史の普

及と店の名前を宣伝して戴き。

富田利信君　　昨年の4月以降、単身で来て

おりましたが、こんどの日曜

日にやっと家内がこちらに来

ることになりました。楽しい

こともこれで終りになるかと，

なおよろしくお願い致します。

本日の米山奨学金寄付　10，948円

（ビ　ジ　タ　ー）

加藤有倫君　（鶴岡西R．C．）

桜井　　進君　（鶴岡西R．C．）

三浦次雄君　（鶴岡東R．C．）

一一一肌βgR誓COβJVgR・一一一一一一一一一一一一一一一一一－●－●一一●

辟かな技術で企画から印刷まで

斎藤印刷株式会社

鶴岡市昭和町7－16

℡22－3110（代）
サイトウ

日石ダッシュレーサー100

日本石油株式会社特約店
日本石油ガス株式会社特約店

株式会社鶴岡日石
代表取締役　中　野　清　書

鶴岡市大字平京田堀口7－5　℡24－3191

一　今、いちばん見られています　－

ベストチャンネルYTS

連続9期三冠王／

山形テレビ鶴岡支局
鶴岡市本町2－3－1（鶴園ビル2F）
TEL　0235（22）2851

クスリと化粧品

㈱ツルオカ薬局
薬剤師　　鈴　木　弥一郎

同　　　鈴　木　　　肇

…　ビュづ；芸告基）居．。慧
i　　支　店　主婦の店新斎店内（24－9666）

i　　　　　　　主婦の店　美原店内（24－5664）

ふ一一一〇一●●●一一一一一一一一一一一・ポリオプラスを成功させよう　世界社会奉仕委員会－■

）

’

●

．

▼

●

●

●

●

．

▼

1

．

1

▲

1

．

1

1

1

▲

l

l

l

▲

－

1

1

1

1

1

▲

l

▲

l

▲

l

l

l

l

l



鶴岡ロータリークラブ

創立30周年記念式典
盛　大　に　開　催

記念式典で挨拶する三井　徹実行委員長

司会進行　佐　藤　元　伸　君

鶴岡ロータリークラブ創立30周年記念式典が22日東京第一ホテ
ル鶴岡で開かれました。式典は予定通り、11時から同ホテル鶴の

問で、三井賢二式典委員長の開会のあいさつで始り毒した。実行

委員会を代表して、三井　徹委員長が「温故知新の精神に基づき、
30周年が一つの礎となり、未来に向かってさらに努力を続けたい。

臨席に際し友情とそこから生まれる多くのものを期待します。」

と歓迎の挨拶を行いました。続いて市川会長が「世界の平和と奉

仕の理想のもとに、我がクラブは賛歌をうたい上げてきた。21世

紀に向って、さらに地域社会に奉仕するR Cの創造を」と挨拶

しました。式典はとどこうりなく無事終了致しました。



登　　　録　　　10：00～11：00　　鶴の問

点　　　錘　　　11：00

1り　　　　　　会

開　会　の　辞

国　歌　斉　唱

ロータリーソング
（奉仕の理想）

来　賓　紹　介

参加クラブ紹介

物故会員に黙祷

歓　迎　の　辞

会　長　挨　拶

感　謝　状　贈　呈

表　彰　状　贈　呈

記念事業発表

寄贈　目録贈呈

感　謝　状　贈　呈

来　賓　祝　辞

諸事お　し　らせ

佐　藤　元　仲

式典委H良　二∵　井　賢　二

ソングり〉∵デ【川　上　栄　樹

ソンクリーグ1川　上　栄　樹

クラブ会長　市　川　輝　雄

クラブ全長　市　川　輝　雄

美わ委員長三　井　　　徹

クラフ一会長　市　川　輝　雄

クラフ一会長市　川　輝　雄

グラフソ会長　市　川　輝　雄

‖己念事業委員長風　間　真　一・

クラブ全長市　川　輝　雄

鶴岡市長　斎　藤　第　六殿

Rl盗3頗拍丹卜　吉　田　　仁殿

山形県知事板垣清一郎殿

鶴同市長斎　藤　第　六殿

鹿児島西RC会長外　西　寿　彦殿

行中港区RC割く高　　源　桂殿

クラフ簡単若　生　恒　吉

美行副委員長　小　池　繁　治

タラ70S A・A　荘　司　俊　治

（式典終イ予定時刻12：20）

～休　　　憩（5分間）～

記念講構　　　12：25～13：25　　鶴の問

け主　　　題　　　敬天愛人を実践し7ご

南州翁と庄内高上

誹　　帥雲諾意誌荒豊霊鮫島志芽太先生

溝川用椚介　　　実行委員長三　井　　徹

祝　　宴　　13：40～15：40　嵐嵐の問

開会の辞をのペる　三　井　賢　二　式典委員長

歴代会長・幹事の表彰

3代目ソングリーダー　川　上　栄　樹　君

露

辞

鐘

披
　
の

電
　
会

祝
　
閉
点



記　念　講　演

記念講演「南洲翁と庄内高士」

鹿児島西R．C　鮫島　志芽太

目本はいま、政治混乱で大きく揺れている。そ

の要因は政治家がェゴイズムの淵に落込んで、人々

の信頼をなくしたからである。

「敬天愛人」とは、私利私欲を越えることだ、

と私は解する。欲を捨てると、道理が行えること

を教えているのである。漢の大儒・董仲野はいわ

く。「道の大原は天より出づ…天は生物（ものを

生む）を以て心とす…人は天の心を以て生れる・・・

その徳を仁という。仁は即ち愛の理である…」と。

南洲翁は、時代の大変革期における人間社会の

矛盾回利害の激突を調整、統一して、明治維新を

成就させた。それが出来たのは、常人の体験しな

い辛酸の中で、克己の学習を重ね、私利私欲を越

えていった翁の人格に、人々が魅せられたからで

あろう。その「理と行」は、死と貧と冤罪の中か

ら生れたものである。

庄内の高士達は、南洲翁のその「理と行」が、

わかったのである。共通の哲学があったのである。

庄内藩は、維新の東北戦で、最期の反撃勢力と

して薩摩隊と戦った。降伏処理で、意外にも寛大

な処置を受け、所替などもなかった。それが南洲

翁の指示によるものだったことが、後でわかった。

「道の順逆を知って帰順した以上、兄弟も同様

でごわす…勝者が尊大になっては王師とはいえぬ」

これが、寛大な処置に反対する人たちへの南洲

翁の言葉だった。以後、かつての敵対者たちに

「道の交わり」が、1500キロを越えて実現した。

白本武士道の花の結実といえよう。

明治23年、庄内の高士たちが、死をかけて出版・

配布した『南洲翁遺訓』は、「敬天愛人」教の教

典であり、南洲翁と庄内高士の心志感応の史碑で

ある。

（庄内日報より転載）



鶴岡ロータリークラブ

創立30周年記念

西郷両州「敬天愛人」碑建立

斎藤市長のあいさつ

朝日きらめく　内川の速く

散大愛ノ＼の碑は目覚める

天地自然の真理を敬まい

他人を愛することを知らしめようと。

真．昼　藩校政道節をわしに見た

若き仮秀■が続々と門に入ってゆくのを

庄ノ勾が裔州の大度量に′七酔し

裔州が庄ノ句の信泉を愛した日々を。

旦降る一夜　人々の′とに

敬天愛人の灯りをともし

大いなるタブの木の下

碑は静かに眠る。

登録をする台中港区R．Cの皆さん

受　付　の、’美　女　〝 盛　大　な　祝　賀　会



創　立　昭和34．6．9　承　認　昭和34．6．27

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内
電話0235（24）7711

例会場　鶴岡市馬場町　産業会館5階ホール
毎週火曜日　午後’12：30～1：30

（盲長報告）
市川輝雄君

0連休前日の夕方、7号線の押切付近を通りかかっ

た際、河川敷いっぱい、黄に彩られた菜の花畑を

みることが出来ました。春かすみの落陽のやわら

かな朱の色とのコントラストが、たとえようもな

く「菜の花畑に入日うすれ　見渡す山の端　かす

み探し」と小学唱歌を口ずさみたくなる様なすぼ

らしい景観でした。暦の上ではすでに立夏、夏立

ちぬといっても東北はまだ深い春のまどいの中で

あります。

0ご来鶴になった鹿児島西R．Cの皆様より丁重な

御礼の手紙が来ております。また南日本新聞に掲

載された鮫島志芽太氏の「南洲翁の“ねうち〝実

感」が同封されてきましたので、会執こ転載した

いと思います。

こぼれ話ですが、昨年亡くなられた作家の椋鳩

十氏（1905～1988）が鹿児島西R．Cの会員だっ

た事を知りました。子供達のための動物文学を数

多く発表、また鹿児島県立図書館長として「母と

○⊂）0⊂〉○⊂）○⊂）0⊂〉○⊂）○⊂）○⊂）0⊂〉0⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂）○⊂）○⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂）○⊂〉

ロータリアン日記　〇月〇日
専門医の空白地帯
国の特定疾患（「難病」）の一つ、多発性硬

化症の患者会の総会が先日行われ出席した。結
成されて18年目の総会には、関東の患者、家族
を中心に50名が参加した。

多発性硬化症は、欧米に多く、日本には稀な
病気である。（人口10万人に4～5人の頻度）
神経繊維を覆っている髄鞘が侵され、そのため
神経電流がうまく伝わらなくなって、いろいろ

9　な症状を引起こす。傷害は中枢神経に多く、そ

呂　の箇所は多発である0原因は不明0特異的な治

子の20分図書運動」を提唱され、この運動は全

国に広まりました。享年83才でした。

（些事報‾亨〕
若生恒吉君

。例会変更

・温海R．C　5月15（月）の例会は山菜取り

のため12時30分木野俣光慶寺にて点鐘、13

時より木野俣にて山菜取りを行い、15時よ

り関川（金沢屋）にて懇親会を行う。

・酒田R．C　5月17日（水）の例会は市立酒

田中央高校の校長先生の歓送迎会のため、18

時30分点鐘

場　所　ホテルリッチ酒田

登録料　5，000円

0平成元年度国際ロータリー第253地区インターア

クト、庄内地区交換研修の案内が来ています。ホ

ストは鶴岡西高等学校です。当クラブからは、10

名位の出席要請ですので希望者は本例会終了後、

申し込んで下さい。

⊃0⊂IO⊂）○⊂）○⊂）○⊂〉0⊂）0⊂〉○⊂〉0⊂）○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂）OC〉○⊂〉○⊂〉

ことが特徴で、精神的、肉体的に酷な病である。

総会後の懇談会では、日本の神経医学の権威
といわれている4人の医師を交えて、この病気
の原因や治療に関すること、療養上の問題等が

取上げられた。その中で医療の地域間格差、特
に神経難病の面から見た場合どうなるかが話題
になった。専門医は都市部に集中し、北海道、
東北、四国の地方には専門医の空自地帯が存在
する。山形県も残念ながら空白地静に含まれる。
庄内でも専門医療を受けようと思う時、新潟あ
るいは仙台、東京へと行かなければならないの
だろうか。

岩　療法はいまだ確立されていない。再発を繰返す　　　　　　　　　　　　嶺岸龍三
〇〇〇〇〇⊂）〇〇〇〇〇〇〇〇〇⊂〉〇〇〇〇000⊂〉〇〇〇〇〇〇〇〇〇⊂〉○⊂〉0⊂〉○⊂）○⊂〉〇〇〇〇〇〇〇⊂）○⊂）OC〉○（⊃○⊂）〇〇〇〇〇⊂〉○⊂〉000○○⊂〉〇〇〇〇〇〇〇⊂〉○⊂）○⊂）○⊂⊃ロ⊂圧H⊃



日　　時　　5月14（日）　9時～16時　　　創立30周年記念式典

場　　所　　大山コミュニティセンター　　　　　　実行委員長あいさつ

ホストクラブ　　鶴岡西R．C

o新会員氏名公表

喜田川　博也さん　出羽三山神社

職業分類　宗　教

推薦者　秋元順雄君

異議のある方は10日以内に幹事まで書面にて御送

付を御願い致します。

三井　　徹君

30周年記念の実行委員長としまして、皆様に

一言御礼の言葉を申し述べさせていただきます。

大切なお役目をおおせつかりましたが、途中病気

などでいろいろご迷惑をおかけしましたが、どう

にか皆様の絶大なる御協力によりまして無事終了

致しました。心より御礼申し上げます。

鹿児島西R．Cよ　り御礼の手紙

鶴岡ロータリークラブ

会長　市　川　輝　雄　様

他　御　一　同　様

さわやかな新緑の五月となりました。

過日は貴RCの30周年記念式典ならびに記念事業の「敬天愛人」碑の除幕式に出席させていただ

き、さらに前夜祭や当日の祝宴に、お招きを辱なう致しまして、意義ある時間を持っことが出来

ました。

また、祝宴終了後の二日間、市川輝雄会長、三井健もと会長、富田利信様ほか関係会員皆様の

御配慮と御案内により西郷南洲翁と旧荘内藩高士との道交の風韻かおる緑の記念所を見学させて

下さいまして、参加の一同、深い感銘を抱いて帰りました。とりわけ、お疲れのところを山形空

港まで送迎して下さいましたこと、また、私ども一行のために自動車と運転手の方を御提供して

いただいた三井徹先生の御親切など、厚い御奉仕には恐縮、感謝に堪えませんでした。

以上の結果の数々を、先日4月27日（木）の当クラブの例会で報告し、貴記念誌4月22日付

の荘内日報や当日いただいた文書など回覧いたしました。弊クラブ会員一同、あらためて兄弟ク

ラブの意義を、深くかみしめた次第であります。

4年後は、私ども鹿児島西RCの30周年であります。その記念の行事に何をするか、今回の

貴RCの立派な御手本を、学ばせて頂いたことも、大きな収穫でありました。

今回の記念行事に89人の貴クラブ全会員が、「敬天愛人」とロータリーの奉仕の理念と、さら

に荘内の伝説的な文化精神の一致を感得されて、協力一致して行動で示されている姿を感じ、私

たちは人として（特に地方人として、またロータリアンとして）の生きかたを教えられました。

以上、言葉は足りませんが、とりあえず、私ども参加者の御礼を申し上げる次第であります。

会員ならび御夫人様方はか関係者にも、よろしく御鳳声下さい。　　敬具

平成元年4月訪日

鹿児島西ロータリークラブ

鮫島志芽太　　中村　善治・千鶴子

中尾　　洋　　岩本　　基

玉川　哲生　岩田　泰一



南洲翁の“ねうち〝　実感

鶴岡「敬天愛人」碑に思う

「天は人も我も同一に愛したもうゆえ、我を愛

する心をもって人を愛するなり」・・・西郷南洲はこ

う語って、明治8年、旧荘内藩主の酒井忠篤に

「敬天愛人」の書をおくった。

その南洲の書筆「敬天愛人」が、さる4月22

日、山形県鶴岡市（旧荘内藩の城下町）に美しい

大きな石工芸術作品として建立され、人びとをひ

きつけている。114年を経て、“道の行者〝南洲

の風韻は、北国に目覚めて、天の星、地の花、人

の情に語りかけることとなった。

この石碑は、鶴岡ロータリークラブが創立30

周年記念事業として造ったものでロータリー運動

の理想である「超我の奉仕」と結びっいている。

もとよりそれは、南洲と旧荘内藩士の怨讐（おん

しゅう）と利欲を越えた道交の歴史がなければ、

生まれ得ないものであった。

私は招かれて、鹿児島西ロータリーの同人7人

と「敬天愛人」碑の除幕式に出席、記念講演「敬

天愛人を実践した南洲と荘内の高士たち」という

拙話をした。私が庄内（鶴岡・酒田地方）を訪れ

るのは、昭和37年以来今度で12回目だった。

山形空港から鶴岡まで車で2時間、4月下旬の

山々には雪が残り、平地には一粒1，000円の桜

桃の花が白くまぶしい。暖冬で名産・庄内米の不

作を、人びとは憂えていた。けれど、いっ来ても、

ここ庄内の人士は、まるで私たちが西郷南洲の一

行であるがごとく待遇してくれる。私はこの地を

儒教文化の日本的特殊土壌地帯とよぶ。

そうした武士道的な気韻と西郷南洲の風韻（遺

品）濃く残っている代表的な施設が5ヶ所ある。

鮫　島　志芽太

一は致道博物館、二は松ケ岡開墾場、三は荘内松

柏会、四は菅実秀邸、五が南洲神社（酒田市）で

ある。鹿児島からの見学者は、鹿児島市が隔年に

送っている研修交換中学生一行の少年たちをふく

めても、誰でも、最高の礼節をもって迎送される。

その態度、言語、茶菓など、すべて人間もつ最も

美しい「快い敬愛の処遇」である。その間の説明

は、儒教の哲学的教養の香りをもつ内容であり、

南洲の人格・見識の高さと、荘内と薩摩の道交の

歴史を表わすものである。

庄内地方はまことに、西郷南洲の「ねうち」を、

いやおうなく実感させてくれるところである。こ

こで感銘をうけない鹿児島人は－「人もいないといっ

てよい。

以上の人間関係を背景にして、昭和40年5月

9日、鹿児島西と鶴岡の両ロータリークラブは

「兄弟盟約」を結んだ。昭和38年から語りはじめ

たもので、これが盟約の第1号だった。以後、同

43年に大竜小学校と鶴岡市朝場小学校、44年に

鹿児島市と鶴岡市、50年に武中と鶴岡第二中、

さらに谷山と朝場の両ライオンズ、鹿児島と酒田

の両ロータリーなどが兄弟盟約を結んでいる。こ

れを見ただけでも、両地方の絆の深さがわかる。

私は今度、南洲に兄事し、“克己の賢哲〝といっ

て、薩・荘の道交の基を開いた菅実秀（中老）の

旧邸見学の折、「南洲翁銅像（上野公園）の「寄

付金名簿」のコピーを入手した。それによると旧

荘内藩関係者350人が、4，500円余の寄付をして

いる。明治22年当時の4，500円は、いまいくら

になるか。鹿児島では何人が何千円を寄付をした



か。おそらく記録は見つかるまい。

荘内藩は徳川親藩で、幕末、江戸市中取締を担

当、江戸薩摩邸の焼き打ちをやった。これが鳥羽

伏見戦の導火線だった。さらに鳥羽越戦では最後

の反撃勢力として薩摩隊と戦った。復讐されると

思った。意外にも寛大な処置を受け、所替（とこ

ろがえ）などもなくてすんだ。それが南洲の指示

によるものだったことが、後でわかった。「道の

棋逆を知って帰隊した以上、兄弟も同然、王師は

尊大にならぬものだ」といって南洲は反対者を説

得したという。やがて1，500キロを歩行して

「道の交わり」を実現した。

明治23年、荘内藩士は『南洲翁遺訓』を出版・

配布した。これらはまさに両者の敬天愛人の実践

だったといえる。敬天愛人の思想は、レヴィ＝ス

トロースのいう「万物の互酬交換性」の原理と通

じ合っているのである。

（財団法人西郷南洲顕彰会副理事長）

（南日本新聞より転載）

（委員会報告）

（30周年記念誌委員会）

5月16日例会終了後、致道博物館にて写真を

取りますのでくれぐれも欠席のないようにお厭い

（＿＿不マイ　ル）

笹原信一郎君　連休に父が入院しましたが、

連休が明けに退院することが

出来ました。連休は、すべて

パーになりました。

高橋良士君　今回で五度目ですが、日本小

児外科学会の評議委員に推薦

されました。

鈴木弥一郎君　孫娘が三月に明治薬科大学を

卒業することが出来ました。

又、この度四月には、薬剤師

国家試験に首尾良く合格する

ことが出来ました。

荘司俊二君　先の30周年にあたり皆様の協

力の基にローカルの在り方現

状について十分PRさせてい

ただきました、深く感謝いた

します。

富田利信君　先日、軟式テニス大会があり

ましたが、そのテレビ放映の

中で私が映りましたので。

迎田　　稔君　研修と遊びをかねてニュージ

ーランドとオーストラリアに

行ってきました。シドニーで

八年前交換学生であったジム、

ジェームス君と合うことになっ

ていたのですが到着便が遅れ

たために残念ながら合うこと

が出来ませんでした。

斎藤　隆君　先の日曜日テニスの大会があ

り私が審判をしていたのです

が帽子をかぶっていたせいか

非常に良くテレビに映ってい

ましたので。

〔ビジタ二つ

大川俊一君　（鶴岡西R．C．）

※　おことわり

ゲストスピーチの記載は都合により、次号にい

たしますのでご了承願います。
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で■一竺会ュ仕喜

（会長報告）

市川輝雄君

山吹の黄色い花が、葉も見えぬ程咲きつれて緑の

風にゆれているさまは、心の屈託を忘れさせてく

れます。

。14日の日曜日、大山コミュニティセンターで開催

された、北ブロックインターアクトクラブ交歓研

修会へ出席してきました。ホストは鶴岡西校IA

Cで、鶴岡西R．Cがスポンサークラブでした。

当クラブからは、青少年奉仕委員会を中心に7名

参加してきました。西校インターアクトが設立さ

れてからすでに23年目だそうですが、その、うま

ずたゆまず継続してきた努力に敬服します。午前

中は山下千賀子さんの台湾旅行報告や、異文化に

ふれてと題しての羽黒高校イアン君、アーレンさ

んのスピーチあり、絵手紙をっくろうというレク

リェーションで、久しぶりに画筆を持たされ苦心

惨傍してハガ辛に絵を書く一幕もありました。午

後、三つに分かれて「めぐり会った友人について」

語ろうというフリートーキングが行われました。

多情多感な青春時代に培われる真の友人とは何か、

誰もが真剣にこの問題に取組んでいました。今月

集ったクラブは、温海高校、鶴岡西校、酒田中央

高校の三校でしたが次回には、鶴高専校、鶴工高

校、羽黒高校なども参加して、共通の目的のため

に横の連絡をとりあって活動出来たすぼらしいエ

ネルギーになるのだがと考えさせられました。3

時50分、定刻通り盛会裡に閉会、設営された鶴岡

西クラブのご苦労に感謝申上げます。

0先日、立川ロータリークラブの滝禅源君より「私

のシルクロード紀行」と超した立派な本を頂きま

した。これは50年にタイ、インド、ネパール、51

年にアフガニスタンのバーミァンカレミール、53

年に早春のシルクロード、55年に敦蛙莫高京、61

〇〇〇〇〇⊂〉○⊂lOOOOO⊂）〇〇〇〇〇⊂事○○〇〇〇〇〇〇〇〇〇⊂）○⊂）0⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉〇〇〇〇〇⊂）OOO⊂〉〇〇〇〇〇⊂〉〇〇〇⊂〉000⊂〉〇〇〇〇〇⊂〉〇〇〇⊂〉0⊂〉○⊂〉〇〇〇⊂〉○⊂〉〇〇〇〇〇

萱　ロータリアン日記　〇月〇日　　にしゅう。をならっています。これからだんだん賀

にとてもたのしいです。なぜならみなさん、

喜謂芸言霊雲量だ吉£宣言忠言芙措℃宣誓も
呂　ぶかっはおもしろいけれどすごくむずかしい、そ
呂　してとてもからだがいたくなります。けんどうぶ
呂　に入ったんだけど、まだやきゅうぶでエアロビク
呂　スをおしえています。やきゅうぶはほんとうにた
呂　のしいぶかつだと思うからです。まい過の土曜日
昌　櫛引町のコミュニティセンターで小学生といっしょ
C⊂〉〇〇〇⊂）〇〇〇⊂）OC〉○⊂）OC〉OC〉○⊂〉OC〉○⊂〉○⊂）000⊂〉○⊂）○⊂）○⊂）0⊂〉000⊂〉0⊂）○⊂）

えりたくない。

しゅうじがうまくなります。3月のおわりに私は　9
4人のべつのロータリー交換学生といっしょに兼　官

京や広島といろいろほかの町に行きました。この　9
りょこうはすごくたのしかったです。今私の一ば　9
んすきな町は広島だと思います。また広島に行く　官
のをとてもたのしみにしています。なぜなら9月　9

羽黒高校2年生の生徒だちといっしょに広島や四　9
国に行くからです。東京でディズニイランドに行　2
きました。小さいときからいっもディズニイラン　9
ドに行きたかったから、そのとき私は大へんうれ　9
しかったです。私の日本のせいかつははんとうに　9
たのしいです。だからまだオーストラリアにはか　2

0
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「日本大好き」
みなさん、今日は、日本に来てからもう3か月

になりました。私は今までとてもいそがしかった

けれど日本のせいかつは、とてもたのしくておも

しろいと思います。羽黒高校でのべんきょうはは



年に西域天山南路と6年に亘って、仏教伝来の道

を旅された現代版三蔵法師の記録であり、滝禅源

老師の求法の情熱の記録であります。「上に飛鳥

なく、下に走獣なし。四顧茫々として、おもむく

所を測るなし」有名な高僧伝にあるタクラマカン

砂漠の情景ですが、滝老師は西安から敦燈に向か

い、この砂漠を経て中央アジア、更にインドへと

仏陀の道を旅されています。宗教心の薄い私達が

観光に訪れるのと違って曹洞宗の－禅僧として釈

尊の生涯と密接な関係にある仏教聖地を訪ねられ、

敦煙の莫高窟においては、胸躍る思いで、石窟の

一つ一つを詳しくメモしている点、ひしひしと心

に迫るものを感じました。クラブにありますので

ぜひご一覧下さい。

0台中港区表敬訪問国が無事帰国されまして、懇切

な礼状が届いていますのでご披露申しあげます。

（礼状紹介）

鶴岡ロータリークラブ市川会長及び会員の皆々様

この度は貴クラブの創立30周年記念に当り、姉妹

クラブとして表敬訪問団を組織し、一行約30人が

盛大な御祝典に参加出来ました事は、私達一同大

変な光栄と存ずる次第であります。記念式典が盛

大の内に無事成功致しました事を心からお喜び申

し上げます。さて私達一行も4月28日夜に無事台

湾に帰国致しましたが、今回私達が鶴岡駅に当着

から翌日鶴岡駅を離去する迄の間、御多忙の際に

もかかわらず、皆々様方の心こもる御接待にあづ

かり、只々、感謝感謝の外に申す言葉も御座いま

せん。特に21日の前夜祭では吾々の為に盛大な歓

迎パーティーを催して下され、更には二次会とし

て誠懇あふれる御接待しみじみと友誼の深さを知

らされ、何とお礼を申し上げたら良いのか、私達

一同只々深く胸にしみる思いです。これを機に両

クラブの友誼の輪が益々深められる事を確信致し

ました。本当にどうも有難う御座いました。貴ク

ラブの益々の御発展と会員の皆様方の御健勝を心

からお祈り申し上げます。

先づはお礼努々御挨拶まで

敬　具

台中港区扶輪社　　社　長　　　高　源　桂

国際奉仕委員長　　　　　　　　陳　克　己

1989年　5月8日

（幹事報告）
若生恒吉君

0会報到着

鶴岡西R．C、東京R．C

。例会変更

・遊佐R．C　5月16日（火）、6月13日（火）

の例会は八幡R．Cとの合同例会の為に

日　時　5月18日　6時30分　点鐘

場　所　普門院

登録料　3，500円

日　時　6月13日　6時30分　点鐘

場　所　磯兵工

登録料　4，000円

0米山記念奨学会

253地区内寄付金納入明細表が到着

0ネバダ州立大学より

ネバダ州立大学とリノR．Cとの国際少年交流

プログラムのご案内が到着

030周年記念事業実行委員会の委員長、副委員長の

合同会議を18日午後6時30分より中国飯店で行い

ます。



議題　各委員会の会計報告とその確認　　　　　　す。

出欠席を今日中事務局まで　　　　　　　　　。いなほ作業所より

0ソウル国際大会参加者　布施御夫妻、松田士郎君、　　いなは作業所だより到着

藤川亨胤君、松沢主一君　5名19日早朝出発さ　。米沢R．C

れます。ご無事の帰国とご報告を期待しておりま 広報誌“おしょうしな〝が到着

（委員会報告）

分区代理　新穂光一部署

財団奨学生の須田里恵子さんから一年間滞在延長

希望がありましたが、先々週会長と地区ガバナー

から同意書を送付しました。財拭資金からの援助

は打切りのため、どこかのスカラーシップをとる

等のアドバイスをしたが、昨日到着の手紙による

と、ミズリー大学コロンビア校ジもーナリズム科

の中の、ロバートMジャクソンという方の奨学金

がもらえること、更には今まで、1単位250ドル

（アウト・オブ・ステート・フィー）であったが、

今後70ドル（イン・ステート・フィー）となり、

大変喜んでおりました。

（ス　マ　イ　ル）

毛呂健士君　　二男（友昭）が今年3月日本

歯科大学を卒業し本日歯科医

師国家試験の発表があり合格

しておりましたので

秋元順雄君　　5月連休に村上館長に手解き

を受け、某所で尺いわな3匹

釣らさせてもらいました。

村上龍男君　　尺いわなと謙遜されましたが

尺・⊥寸ぐらいあり、滝壷のよ

うな入りくんだところであげ

るのに大変苦労をしました。

三
十
周
年
記
念
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用
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館
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鶴岡東R．C　　阿部興二君
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佐藤　昇建築設計事務所

1級建築士
1級建築士
1級建築士
1級建築士
2級建築士

鶴岡市睦町2－47　TEL　22－2337

史跡「山居倉庫」の白壁と樺の線の美しい

酒　田　グリーンホテル

社　長　佐　藤　　　忠

酒田市本町1－6－10

工業糸・家庭糸

山形糸業芸歪

代表取締役　佐　藤　服　治

鶴岡市大東町2－10
TEL　23－6648㈹

FAX　22－8232

古い伝統と
新しいセンスの店

ト　キ　ワ　崖

鶴岡銀座
電話　22－0432番

▲●一一一一一一一一一一一一一一一一一－ポリオプラスを成功させよう　世界社会奉仕委員会
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（会長報告）
市川輝雄君

0風薫る季節となりました。気温が上がり湿度が増

すと、花や新緑の香りが空気中ににじみ出ていわ

ゆる薫風となります。

岩はしる垂水の上のさわらじの

萌え出づる春になりにけるかも

（志貴皇子）

万葉集の中でもいかにも春の息吹を感じさせる季

歌であります。

当クラブ雑学博士板垣俊次君の説によれば“流れ

落ちる滝水の上に萌えるさわらび”というのは意

味深長なものがかくされているのだそうですが間

もなく山菜取りのシーズンとなります。

025日は庄内の奇祭天神祭であります。菅原道真公

が時の権力者の怒りにふれ遠国に流される時、そ

）　　の徳を慕う人々が面体をかくして見送ったという

故事にのっとっての風流な行事であります。今の

ロータリアン日記　〇月〇日
多局化時代
日本の民放営業はアメリカを範としてスタートし

30年を経過、目下内需好調を背景に活況を呈してい
る。現在の県内民放を取り巻く環境に問題はないの
だろうか。県内も4月1日からFM山形が開局、10

月1日にTUYテレビユー山形も開局する。いよい
よ県内民放営業も媒体競合時代に突入する。現在、
山形県経済は日本全体の1パーセント経済といわれ

9　る。しかし広告界における山形県の現況は0．6パー
9　セントと広告代理店の電通ではみている。現在活況
官　を呈している地域は、乗・阪・名・九・札・仙の6
9　地域、キー局、準キー局の地域のみであって、我々

若い人に、その「化物仮装」のなり手が少ないこ

とが祭りの悩みの種となっていますが、歴史と伝

統を重んずる鶴岡から、そうした行事を除いたら

何が残るか考えるべき問題だと存じます。

0本日臨時理事会を開き、次の事項を協議致しまし

た。

（彰創立30周年行事の会計報告を行ない、その承

認を求め、年次報告書及び記念誌にその明細を

掲載します。

②新会員となります喜田川博也君、高橋登君の委

員会所属はSAAと致します。

⑧東北電力三浦勉くんから三ケ月間の賜暇桁が出

されそれを了承しました。

斎藤さゆりさんから二伸

鶴岡ロータリークラブの皆様へ

最近のサリーナは雨が多く、過ごしやすい日が

＝I（⊃⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉（⊃⊂〉⊂〉⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉（⊃⊂〉○⊂〉⊂）⊂〉○⊂⊃（⊃⊂l0

0

を強いられているのが現状である。

幸いYTSは連続10期の三冠王を達成した高視聴
率によりベストチャンネルとして定着しつつある。
それにつけても、庄内のニーズであった有効なイベ
ントを企画しつつ効果的営業をしていかなければな

らないと考えている。友達の輪を広げ、数人よりさ
らに多くの人と語・り合いながら、不透明な時代を、
人との触れ合いの中で、経済面のみならず広範な発
想を得ようと模索しながら歩みたい。これからます
ます、小生も庄内の逆風に向かって歩かねばならな
い。時として風に吹きまくられて辟易しながらも後

戻りはしない。ただし前途は遼遠であろう。ご支援
をお願いしたい。

§　純ローカル地域は多局化時代に相まって厳しい営業
○⊂）○⊂）0くつ〇〇〇⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉0⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂〉OC〉OCIO○○⊂〉○⊂〉0⊂）○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂）○⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂〉0⊂）○⊂〉
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続いております。普段は秋だというのにとても暑

い所なのです。日本の気候はどうでしょうか。桜

の季節も終ったのでしょうか。

秋がオーストラリアに到着し、2ケ月が過ぎよ

うとしています。本当に1日1日が早く感じます。

この2ケ月には色々なことがありました。3週間

のサファリバスツアーは、忘れられない一生の思

い出となりました。エアーズロックはとても大き

く一枚岩だとは思えない程でした。頂上まで登り

ましたが、始めはとても急でその上とても暑く、

途中でもどろうとも思いましたが、なんとか頂上

までたどりつくことが出来たのです。頂上に着い

た時は本当に感激しました。景色がとてもきれい

でずっと遠くまでも見えるのです。サンセットの

ユアーズロックもとても美しかったです。それか

ら日本人の観光客もたくさんいました。キャンベ

ラはとても美しい街で、緑が多く、きれいに整備

されていました。シドニーでのオペラハウスとブ

リッジの夜景は今までに見たことのない程に美し

いものでした。でも、このオーストラリアにはき

れいなものばかりあるのではありません。エアー

ズロックなどの暑い所ではハエが多く、はらって

も集まってくるのです。これには本当に悩まされ

ました。それに私の大嫌いな蛾がたくさんいて、

シャワーがあびれない日もあった程です。

食事の方は栄養が良すぎるせいか、今では7kg

も太ってしまいました。朝はトースト、お昼はフ

ルーツだけの時もあればクッキーだけの時もあり

ます。でも夜は少ないと思う日がない程たくさん

出ます。やはり主に肉が多く羊の肉もしょっちゅ

うです。でもそれでなぜ7kgも太ってしまったの

か私には不思議でなりません。間食が多いせいで

しょうか・・・

先日は、サリーナ高校の生物の授業でグレート

バリアリーフのクレドリンリーフという所まで行

きました。私の町のサリーナは、海が近くにある

のですが、1度しか行ったことがなかったのでと

てもうれしかったです。そしてそこでスノークリ

ン（ゴーグルとスターグホーンコロンをっけて泳

ぐものです）をしました。さんごがとてもきれい

で、魚もブルーやレッドのカラフルな魚が多くい

て、水族館で泳いでいるみたいでした。しかし、

さすが往復6時間の船乗りにはたえられず、船酔

いしてしまいしました。それでもとても楽しい体

験でした。

サリーナステイトハイスクールには4月25日よ

り通っていますが、今だに授業がわからない状態

なのです。ホストシスターが同じクラスのため、

友達はたくさん出来たのですが、思うように話す

ことが出来ずにいます。

ホストファミリーはとても良い人ばかりで、お

父さんは仕事で家にいないことが多いのですがお

母さんは、一生懸命に私に英語を話させようとし

てくれます。

そろそろホームシックにもなってきましたが、

楽しい毎日を送っています。

2ケ月たっても成長していない自分にあせりを

感じますが、これからの1日1日を大切に少しず

つでも成長していくように頑張りたいと思います。

（幹事報告）
若生恒吉君

0会報到着

酒田中央R．C

Oロータリー日本支局より

・ポリオプラスニュース

・RI情報抄録

・1990年国際ロータリー理事選挙の指名ゾーの

通知



0例会変更

・酒田中央R．C　5月26日の例会は都合によ

り26日午後7時貞鐘

場　所　湯野浜　部屋ホテル

登録料10，000円

・酒田R．C　5月31日の例会はインターアク

トとの合同例会（山王森の清掃）の為31日午

前5時30分日枝神社前集合雨天決行

登録料1，500円

・酒田東R．C　5月25日の例会はクラブ協議

（ゲストスピーチ）

会の為に25日午後6時貞鐘

場　所　酒田農協会館

登録料　3，000円

0クラブ協議会開催6月13日夕方より新旧合同で行

います。新旧各理事委員長は6月6日まで活動報

告書、計画書を事務局まで提出して下さい。クラ

ブ協議会の資料にしますので必ず提出して下さい。

030周年記念行事に対する会員からの立替及び請求

は事務局より支払を受けて下さい。

ロータリー財団寄付　￥8，382

地球の緑を考え　る

1．始めに

最近新聞紙上、あるいはテレビなどで熱帯林保

護運動の模様あるいは、竹下総理のASEAN訪

問に際し、熱帯林保護への国際協力に関する声明

など熱帯林の減少が話題となることが多いと思わ

れる方もいらっしゃるのではないかと思います。

本日は、「地球の緑を考える」と題し、世界の

森林が抱えるいろいろな問題、特に最近問題となっ

ているこの熱帯林の問題を中心にお話をしたいと

考えています。

森林の歴史というものをその林業的利用という

ものを除き、おおまかに申しますと農業生産の拡

大、鉱工業の拡大、あるいはこれに伴う都市化の

拡大等経済の発展とともに生ずる土地利用の需要

を満たすために存在してきた歴史としてみること

も可能です。例えば、イギリスなどは、かつて森

林を多く保有していましたが、現在は、その多く

が牧草地、農地などに転用されています。日本の

ことを考えてみても、この庄内平野の田園もかつ

鶴岡営林署署長　岸　　　純　夫　氏

ては森林でおおわれていたものが、水田に変って

いったものでしょう。

熱帯林の減少という問題を考える時、我々は、

まず、このような歴史のプロセスが熱帯林にも及

んできたと考えることができるのではないかと思

います。まず本題に入る前に世界の森林資源の現

状について概要をお話したいと思います。

2．世界の森林資源の現状

（1）まず、世界の森林資源の現状をみますと、世

界の森林面積は、29億5千万、日本の国土の倍

です。蓄積は3千3百億です。日本の木材消費量

は、毎年約1億前後ですので、その約3千倍の木

材が地球上に存在しているわけです。因みに世界

を先進地域と開発途上地域に分けますと森林はそ

れぞれ50％づっに分かれていることとなります。

（2）次に世界の木材消費をみますと、86年で32

億5千万です。単純にみますと、森林蓄積は3千

3百億ですので毎年その1％づづを消費している

こととなりますが、森林は生物ですので年々成長



していることから、100年間ですべて伐りつくし

てしまうということではありません。（日本の場

合も同じ、蓄積9億、伐採量0．32億）先進国、

開発途上国別でみると先進国で45％（うち用材

82％）開発途上国で55％（うち79％が薪炭材）

が消費され、用材と薪材の割合はほぼ半々という

ところとなっています。

3．森林の減少と荒廃

（1）統計的にみると世界の森林面積の減少は、もっ

ぱら開発途上地域でおこっており、特に熱帯地方

でおこっています。具体的には、71年の森林面

積を100とすると、86年の森林面積は、世界全

休で97．1ですが、先進地域では100．2と上昇し

ているのに対し開発途上地域では94．6、熱帯地

域では93．7と落ちこんでいます。林業白書によ

れば、81年～85年間に熱帯地域の天然材は毎年

1，100万減少しています。

（2）このように熱帯地域を中心に森林の減少が著

しい実態にあるわけですが、この熱帯林がどうし

てこのように減少荒廃していくのかについては、

いろいろな要因が考えられます。その1つは、非

商業的な森林の利用、いいかえれば、開発途上国

の自足時給経済の動きに関連した森林の減少、変

質です。これの代表的なもので、現在のところ最

も森林減少にInpactを与えていると考えられて

いるものに、「焼畑移動耕作」があります。FA

OとUNEPの調査によれば、この焼畑による森

林減少は、熱帯林の森林減少全体の約50％を占

めており、地域別では、熱帯アジアではその49

％、熱帯アフリカではその70％、また熱帯アメ

リカではその35％がこれによる森林減少である

と分析しています。そもそも焼畑耕作は、開発途

上国では、伝統的に行われてきたもので休閑期間、

耕作手法さえ適切に行いさえすれば、地力の回復

が可能なわけで、その範囲内では森林の減少に結

びっかないわけですが人口の増加、あるいは商品

経済の発展などの社会経済的な影響を受け、新し

い耕地を求めて人々が森林に侵入していくプロセ

スの発生、あるいは休閑期間の短縮化をすること

となり、その結果森林の荒廃の面的な広がりとと

もに、森林の再生能力の劣化→材地の裸地化に

つながることが多いとされています。この焼畑移

動耕作は、地域に関わりなくおこっていますが、

次に特に乾燥地、半乾燥地域で問題となるのは家

畜の放牧、焼材の採取による森林の減少です。こ

れらの地域では、遊牧方式の土地利用が主流です

が、人口増や井戸の普及などにより家畜頭数が急

増し、集落や水たまりを中心として、砂漠状の土

地が拡大しているとされています。焼材の採取に

ついては、開発途上国では木材消費の79％が薪

炭材であると先はどお話したわけですが、人口の

増大とともにその需要が急激に増加している実態

にあります。この薪炭材は、単に森林地帯に居住

している人々のみでなく都市地域に居住している

者へも最も安価な燃料として供給されるわけです

が、人口の増大は、燃料需要の増大→材地の裸

地化さらには砂漠化の促進に直接的に影響を与え

ているということができます。因みにFAOは、

1990～2000年の予測をし、今後薪炭材不足が危

機的に欠乏する地域としてサハラ、東アフリカ、

中央アジアの高地地域、アンデス高原などを挙げ、

影響を受ける住民を農山村地域1億人、都市地域

1億5千万人と推定しています。次に森林の減少

をもたらすもう一つの大きなカテゴリーとして、

森林の商業的利用があります。先日、NHKTV

スペシャルでアマゾンの森林破壊について放映し

ていましたが、その中でとりあげられていたのは、

アマゾン地域に基幹的な道路を世銀などの援助に

より開設するプロジェクトの進展に伴い、森林を

伐関して大規模な農地や牧草地を造成する商業資



本が入ってくる。これに対し従事より森林を伝統

的に利用していた地域住民が反対するという図式

です。一般的に言えば牧草地は、土地生産力の低

下が早く、造数年後には放棄されてしまうことが

多く、このような森林利用は、今後とも大規模な

森林の減少につながりかねないことは事実のよう

です。もう一つの商業的利用は、森林の商業的伐

採です。新聞紙上で最も注目それ、また例えば連

休中アセアンを訪問した竹下首相の熱帯林保護に

関する発言もこれを意識したものとなっています。

熱帯木材の最大の輸入国である我が国としては、

批判を最も受けやすい立場にあるわけです。

しかしながらその実体は、我々日本人が森林伐

採を連想するのとは大分異なっているようです。

日本の最大の熱帯木材輸入先であるアセアン地域

をみてみると、森林のなかで実際に伐採搬出され

るのは、ラワンなどフタバガキ類を中心に森林蓄

積の約10％、本数にして数本というところです。

したがってこれが直接森林の減少に結びっくとい

うことではなく、森林へのアクセスが伐採により

確保されるとともに、焼畑耕作が侵入、これが森

林の減少に結びっくというプロセスをたどるよう

です。なお、商業伐採については、大抵の国で森

林計画制度下、伐採量の制限がなされていますが、

ここで問題となるのは、これに従わない森林の伐

採です。例えばタイにおいて83年～84年に市場

で処分されたチーク材の66％はこのいわゆる不

法伐採によるものとする調査があります。

4．森林の回復に向けての努力

（1）このように熱帯林の急激な減少は、御承知の

ように地球的規模での環境変化など先進諸国を含

めた地球全体の問題となっているほか、当事国に

おいては経済社会の維持、発展を著しく妨げるこ

ととなります。このため国際機関では、各国の搬

出金を基にその回復のためさまざまな試みが行わ

れているわけですが、ここでは、これらの動きを

詳しくお話する時間はありませんので省略致しま

す。

また、我が国をはじめとする各先進国でも二国

間ベースで途上国に対し、森林回復のためのいろ

いろな援助を実施しています。

このうち我が国が現在森林、林業部門で行って

いる二国間協力は、専門家の派遣、研修員の受入

れ、機材供与などを有機的組み合わせたプロジェ

クト方式の技術協力を主体にしてもとの資料のと

おり、広範囲にわたっております。これらのプロ

ジェクトはそれぞれ目的を有し、各国からの要請

に基づいて行われているわけですが、ここでこれ

らの協力を実施するにあたり、特に留意している

点を2点はどあげて話を締めくくりたいと思いま

す。

その第1点は、協力は、供与国の独善で行われ

てはならないということです。例えば、私ここに

赴任する前にインドネシアの治山のプロジェクト

関係の仕事で2週間ほど出張した経験があるので

すが、相手国の役人は、我々のもっていった我が

国の治山技術のパンフレットの中の治山ダムの写

真をみて「これは良いだけどいくらかかるのか」

と問うわけです。「まあ一基2，000万円くらい

かな」と答えると相手は「こんなものはいらない、

我々の必要としているのは、もっと安くて現地で

調達できる材料によりできる治山ダムだ」と言っ

ておりました。つまり、供与国が無限に資金を与

えることはできないわけで、現地の人々が自前で

使える技術を開発する必要性を感じた次第です。

もう一点は、一点目とも通ずることですが、現

地の人にはんとうに役に立っ協力が必要というこ

とです。今林業分野の協力では、So ci al

Fo r e s t ry、Ag ri f o r e s t r yと

いう言葉があります。これらはこの点を考慮に入



れた協力方法を示唆さしているもので、例えば薪

炭材の不足している国で用材の苗ばかりを植えて

もどうにもならないわけで、薪炭材の育成を図り

ながら森林を回復していこうとする方法論が必要

とされるわけです。日本の協力ではケニアでこの

ような試みが行われています。また焼畑耕作が森

林の減少の最大要目となっているところでは、例

えばアツシカブを育てるように農業と林業の複合

経営が必要とされるわけでこれをAg r u fi r

e tと呼んでいます。第一点を含めこれらの方法

論は、いざ実施するとなると、その地域の社会、

経済というものを徹底的に勉強する必要があり、

ただちに成果があがらないということはいえるか

もしれません。しかしながら、林業という土着的

なものを相手にする限りこれはさけられないもの

ではないかと思います。そしてこのような地道な

積み重ねが世界の森林の回復につながるものと考

えております。

（ス　マ　イ　ル）

阿部与十郎君　　事業の役員会総会のため出張

しており、休ませていただき

ましたので

鈴木茂男君　　日曜に石川さんが会長をして

いる「北清会」の男鹿半島釣

ツアーに参加し大変お世話に

なりましたので

松田士郎君　　ロータリー世界大会に出席し

た15名、事故もなく無事、昨

日帰国いたしましたので

吉野　　勲君　　出張その他で2週間休みまし

た。今日30周年の感謝状を頂

きました。有難うございまし

た。

それから、女の子の孫が生れ

ましたのでスマイル致します。

石川寿男君　　鈴木茂男君からお話がござい

ましたが、荘内銀行北支店の

釣の会「北涛会」の有志17名

で、男鹿半島入道崎、水島で

あいなめっりを行いました。

風のため12時で止めましたが

おきたなご、いそしんじょう

など短い時間でクーラー一杯

にした人が大勢いらっしゃい

ました。鈴木さんスマイル有

難うございました。

新穂光一郎君　　ソウルで開催されたInterna－

tional Y．E．O Conference

のSahni委員長と会いお話

しすることができましたので

若生恒吉君　　30周年事業予算で赤字を出し

責任を感じますのでスマイル

致します。

市川輝雄君　　私も同じでございます。

（ビ　ジ　タ　ー）

古川陽一君　（鶴岡西R．C）

佐藤修弥君　（鶴岡西R．C）

し

カット　　石井敬三君



（会長報告）
市川輝雄君

「月日は百代の過客にして

行きかふ年もまた旅人なり」

ことしは松雄芭蕉の「奥の細道」紀行から300

年に当ります。

門人の曽良を伴って江戸を出発したのは元禄2年

の3月27日で、今の暦でいえば5月16日でありま

した。その全日程の4分の1を県内で過していま

すが、生れた句の優劣はどうであれ、芭蕉にとっ

て旅のハイライトは、出羽三山ではなかったかと

いう気がします。当時の出羽三山は、みちのくの

霊山として天下に鳴りひびいていたし、一つの旅

の折返し地点みたいな、ほっとした気分が感じら

れます。

また羽黒山で詠んだ句の

「涼しさや　ほの三日月の　羽黒山」

月山の

「雲の峰　いくつ崩れて　月の山」

ロータリアン日記　〇月〇日
変　　遷

最近家の近辺が目まぐるしく変ってきた。昔、
伊勢横内の部落は、ゆりかごから墓場まで市民
がお世話になっている所である。いわゆる水源
地から汲み上げられた水で産湯につかり、そし
て生命が尽きた時、火葬場で焼かれると云うふ
うに水源地と火葬場で象徴されてきた。ところ
が国道112号東バイパスが開通以来、道路添い
には店舗が立並び中にはパチンコ店の進出が目
覚しく、現在4店で競合している。夜にはネオ
ンが光輝いて、田に水を張ってある時など一面
が鏡と化し上下のシンメトリーも鮮やかに夜を

彩っている。また、40mものポールが30数本立
0
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湯殿山の

「語られぬ　決をぬらす　湯殿かな」

などにも三幅対の関連性がみられるのも面白いと

思います。

2446段の石段を登った芭蕉が、平将門建立と伝え

られる五重の塔あたりで、実は羽黒大権現の化身

（けしん）である、大天狗と出会ったというかく

れ話もつい信じたくなります。

0日本中こうした歴史観光ブームで、各地でいろい

ろイベントが行われているのですが、来春からは

NHKの大河ドラマで司馬遼太郎の小説「翔ぶが

如く」が放映されるそうです。舞台となる鹿児島

市では、“地元PRのチャンス，，と観光宣伝対策

に乗り出しているとのこと、ヒロインの西郷南洲

と大久保利道が一躍スポットライトを浴びる事で

しょう。

。石黒慶之助会員のご母堂が95才のご高齢で永艦さ

れたとの訃報を聞きました。冷厳に躊曙せずやっ

てくる人の死は、長寿、短命にかかわりなく残さ
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並ぶゴルフ練習場が出来た。高さが、高さだけ
に部落のシンボルでもあるかのように日立っ。　9
しかし屋根の上から見えた自然の大パノラマが

分断された。寂しさも隠し切れない昨今である
が、現在は昔とは違って娯楽とレジャーで象徴
されるようになった。それと昨今は伊勢横内土
地区画整理組合も設立され昭和63年度から5ケ
年計画で実施される。26．5haの土地を取り扱う
組合は全国でも珍しい事であると云う事で、い
ろんな新聞に記載された。この組合は農家の人
が中心である故に田畑が宅地に変わる不安と期
待が行き交う毎日である。

阿部信矢
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れた者を嘆き悲しませます。芭蕉が行く雲に人生

の姿を見出したように私達もまた明日も知れない

旅人なのであります。

「人も旅人　われも旅人　春惜しむ」（青郷）

（本日、会長代行　佐藤　昇君）

（軍事報革〕
若生恒吉君

。例会変更のお知らせ

・酒田R．C．　6月7日（水）の例会は酒田

3クラブ合同例会のため

日　時　　6月8日（木）12時　点鐘

場　所　　ホテルリッチ酒田

登録料　1，500円

講　師　山形県出納局長（前庄内空港高

速対策室長）板垣　義次氏
・鶴岡西R．C．6月9日（金）の例会は座禅

例会のため

日　時　　6月9日（金）午前6：30　点鐘

場　所　善　宝　寺

登録料　1，500円

6月30日（金）の例会は最終

例会のため

日　時　　6月30日（金）午後6：30　点鐘

場　所　湯野浜　竹屋ホテル

登録料　5，000円

。会報到着

・酒田東R．C．

（回覧中）

（本日、幹事代行　佐々木崇彦君

（車重スピ＿‾≒享）

世界大会に参加して

藤川享胤君

本来は松田さんが報告するところ、御用という

ことで、私が代役を務めま

す。鶴岡3クラブから14名、

当クラブからは松田、松沢、

藤川が参加致しました。私、

国際大会は初めての経験で、

すごい人でありまして世界

大会のセレモニーを2回に分けて行いました。日

本からは、1万人強の参加があり、大会を盛り上

げるのに一役かっておりました。

ロイス・アピー会長が今年1年の活動を3点報告

しました。①ポリオプラス計画が順調に世界で取

り組まれていること　②コロンビアの火山災害に

対する物心両面の援助　③アジアの開発途上国で

文盲率の高い国へ本等を援助。その後ロイス・ア

ピー会長の家族の紹介がございました。

私は韓国は初めてで、印象はと聞かれますと近

くて、遠い国だなと思いました。といいますのは、

本音の部分では日本人に非常に冷たいということ

だと思います。それは、やはり過去において日本

が韓国において相当ひどいことをしたという事実

が存在する。私達が歴史の勉強の中で聞かされて

いないことを、韓国の若い人達が教育されている

ということ。それから生れるハンディキャップと

いうものが大きいことを痛切に感じました。今日

経済大国となった日本が札ビラを切ったような行

動をとることが、どれだけ韓国の人達の神経を逆

なでしているか考えない訳にはいかなかったので

あります。私達は台中港区と姉妹提携をしており

ますが、韓国のクラブと姉妹関係にあるクラブは

なかなかないので、これからは、そうゆうような

所を通して、地道に、本当の意味での国際交流を

していかなければならないのではないかと松田理

事も私も感じた訳であります。鶴岡クラブでこれ

からそういった方面でコンタクトを取っていく必

要があるのではないかと思います。最後に私達は、

ロータリアンとして恥かしくない行動をとってき

たことを報告して話を終わります。



（連木重点感杏つ
秋元噸雄君

氏　名　書田川　博せ君

生年月日　　昭和18年12月2日

自　　宅　鶴岡市美原町12－44

職　業　出羽三山神社　林政部長

家　族　妻　歌代子様　　S22．2．20生

長男　仁　史様　　S47．4．12生

長女　絵　美様　　S48．11．21生

次男　卓　史様　　S56．3．12生

略　歴　国学院大学卒業

趣味・特技　ウインタースポーツ

工作、登山、土いじり

（‾議会鼻挨拶）
喜田川博也君

ぜんぜん検討がっきませ

んので、ご指導、ご鞭経を

お願いいたします。私は、

昭和45年から羽黒にお世話

になり、その後鶴岡に引越

して羽黒に通っております。

神社の方では、境内、建物、山林の管理をしてい

ます。神主としては、政、鎮魂などの神道行法を

主に担当しております。どうぞよろしくお願い致

します。

（ス　マイ　ル）

佐々木滋彦君　無事幹事代行が務まりますよ

う皆様のご協力をお願いしス

マイル致します。

佐藤　忠君　株主総会が無事終わりました。

また、先週の水曜日住友生命

さんのコンペで優勝しました

ので。

松沢圭一君　　ソウルの国際大会から無事帰

って参りました。私、今日を

持ちまして当クラブを退会さ

せて頂きます。後任の高橋を

よろしくお願い致します。長

い間有難うございました。

矢口良行君　天神祭りのイベント「カラオ

ケ大会」好評のうちに終わら

せて頂きました。

早坂徳治君　25日の天神祭り、毎年スタン

プの関係で引張り出されます。

参加15チーム中3位に入賞し

ました。市川会長のアイデア

でやらせてもらっています。

来年も出ることになるでしょ

うからよろしくお願いします。

山口篤之助君　私も25日の天神祭り、俳句は

詠みませんが松尾芭蕉にふん

し上位入賞をしました。

中江　亮君　書田川さんの入会おめでとう

ございます。これで当クラブ

は90名に達し、リクルート捜

査ではありませんが、これで

今年度のクラブ増強の活動を

終了させて頂きます。

日向一男君　先日鶴岡ゴルフガーデンの照

明設備完成致しました。明る

過ぎて近所の牛が眠れないと

いう苦情も、牛ならぬうまく

解決致しました。

会報の事で、先日建設省の方

のゲストスピーチ、録音テー

プの具合が悪く、仕事を3日

休んで頑張ったのですがうま

くいきませんでした。正確を

さすものなのでいい加減なこ

とは書けず、本人に連絡した

ところ資料をお渡ししてある



ので会報には載せなくともよ

いという了解を頂きましたの

で今回は申し訳ありませんが

割愛させて頂きました。

石川寿男君　　5月の最終例会大勢の皆様に

スマイル頂き有難うございま

した。感謝をこめて私もスマ

イル致します

（委畠会報告）

（社会奉仕委員会）
山口蔦之助君

ポリオプラスの寄付、会報に載せる事業所のC

Mにご協力頂きまして有難うございました。会報

も今年度はあと5回程でございます。新しく入会

された方、是非この機会に事業所などの紹介にご

利用して下さい。原稿に2千円を添えて事務局へ

申込んでいただければ幸いです。

本日、委員のNHK局長のご努力によりまして、

r一一一肌8g児等CORⅣg尺・一一

地域開発に奉仕する

総合建設業

窒歪佐藤工務店
代表取締役　佐　藤　友　吉

鶴岡市東新京町7－61
℡24－1133㈹

NHK本部よりビデオを取寄せて頂きました。題

は「ユニセフ大使黒柳徹子さんの見たアフリカ

飢えとたたかう子どもたち」（内容；世界で4人

目のユニセフ（国連児童基金）親善大使に任命さ

れた、黒柳さんがタンザニアを訪れた。千ぱっの

ため飢えと病気に悩む現地の子供たちの生活やユ

ニセフの救援活動を紹介し、アフリカの厳しい現

実を訴える。）アフリカ、東南アジアでは、病気、

飢餓、貧困が、まだまだ多く存在しています。私

達はもう一度状況を再認識するためにご時間を頂

きたいと思います。

（ピ＿ジタ　ー）

・温海R．C．　本間儀左二門君

・鶴岡西R．C．中　村　統　君

一一●－－－－－●－－1

次代を読む
堅実な施工とすぐれた技術で奉仕する

東北電気工事株式会社
取締役山形支社長　主　藤　　　達

鶴岡営業所長　村　中　文　章

山形支社／山形市大野目三丁目5－7　℡（0236）32－3131㈹

朝拘営業所／鶴岡市泉町5－46　　　　℡（0235）22－2820㈹

▲．－－●－－－－－●

照明計画もインテリアの一部ですク

電気設備／設計・計画・監理

ヒナタ設備設計事務所
日　向　一　男

鶴岡市三光町13－8
TEL・FAX　2378621

ポリオプラスを成功させよう　世界社会奉仕委員会

）

l

l

▲

l

l

l

l

▲

l

l

▲

l

・

l

l

－

1

1

1

1

1

1

▲

l

l

l

l

l

●

●

▲

▼

．

■

9

■



（会長報一告）
市川輝雄君

03日、4日の2日間、茶道裏千家談交会の東北地

区大会が鶴岡で行われました。

三井徹君が庄内支部長で高橋良士君と私が副支

部長であるため出席を余儀なくされ、しかも三井

君が体調を崩され、高橋君は次期クラブ会長とし
て地区協議会と重なり、結局私が支部長を代行す

る破目になりました。

今回は利休居士15世であるお家元の鵬雲斎ご夫　。

妻、若宗匠と夫妻、伊住副本部長と千家一門が揃っ

て出席され、談交会々員が東北各地より3，000名

も参加する地区大会でした。

ご存知の通り千宗室お家元は、国際ロータリー

の日本からただ一人の現理事であり、先般のシン

ガポールでの規程審議会、今回のソウルでの国際

大会、京都でのRI理事会と、R．Ⅰの仕事で体
のあくひまもないご様子でしたが、丁度よくおい

で頂き何よりでした。　　　　　　　　　　　　　0

大会では参加者が文化会館に入り切れず、体育

館を第2会場にして、TVで式典の状況を中継し

ていました。プログラムの第2部に御供茶といっ

てステージにしっらえた、急こしらえの茶席で、

お家元が茶をたてられ役員三名が濃茶を頂く場面

があり衆人環視の中で私も来客をっとめる事にな
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ロータリアン日記　〇月〇日
ポートレイト（肖像写真）
ポートレイトは営業写真館の主力商品ですが、

この20年間では減少の傾向にあります。これは
一般用のカメラの普及にあります。又写真館に

わざわざ出かけて行く事のわずらわしさも原因
の一つとも思われます。この点に関しては私共

が充分に反省していかなければならない事だと

5　思います。魅力ある店、商品を作っていかなけ
呂　ればと思っています。

9　　最近ポートレイトを各人が撮っていない為に、

りました。茶事について無知に等しい私が居なら

ぶ師匠達の注目を浴びて、作法通り濃茶を頂く訳

ですから「和敬静寂」の境地どころか針のむしろ

に座ったように汗びっしょりになりました。茶道

は「一期一会」といって本日只今のふれあいを大

切に致します。この二日間、羽黒山での献茶式、

支部長会議、晩さん会、大会式典と、いやという

程「一期一会」が続いて精神的にクタクタになっ

た次第です。

連絡によりますと、今回の地区協議会で恒例の会一

報コンテストの結果が発表され253地区92クラ

ブの内、最優秀となったとのこと、会報はクラブ

の窓であるといわれていますので、こんなに嬉し

いことはありません。これも会報委員の皆様の努

力の賜物と思います。又、それを支えてくれたロー

タリアン日記の佐々木君、メンバーズコーナーの

山口君、カットを提供してくれた石井君、印刷の

嶺岸君等のご助力に深く感謝申し上げます。

本日、最終のクラブ理事会があり、次の事項につ
いて協議致しました。

（D　最終例会について
・　6月27日は鶴岡クラブがR．Ⅰに承認さ

れた日
・30周年行事の打上げを兼ねて

②　新会員氏名公表について
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時に四苦八苦致します。俗にいうバカチョンカ
メラで写した小さな写真の中から人物を抜きい

ろいろな手法で作る訳ですが、元が悪い為良い

遺影がなかなか出来ません。自分の人生で最後
の顔は責任を持っていただきたいと常日頃訴え

ている私です。自分もこの奥深い肖像写真の研

究をしていきたいと思っております。写真を見
てその人柄がわかる様な作品が出来れば最高だ　9

なあと思います。　　　　　　　　呂

会員の皆様もぜひ私の店に来て写して下さい。呂
もちろん有料です。　　　　　　　　　賀

3　急に亡くなった方々の写真がなく、遺影を作る　　　　　　　　　　加藤　賢　呂
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③　6月20日の例会において

職業奉仕委員会より技能者表彰を行う件

④　今回の地区協議会において当クラブの会報が

最優秀作品として表彰された件

（幹事報告）
若生恒吉君

会報到着

鹿児島R．C　　当クラブの30周年記念行事
への参加の報告が沢山記載されてます。

日本ポリオ・プラス委員会

89～90年度ポリオプラス記念テレホンカー

ドの注文1枚1000円内300円がポリオへの寄

附金となります必要な方は事務局まで

例会変更
・八幡R．C　　6月14日の例会は遊佐R．Cと

の合同竹の子例会の為に6月13日（火）6時

30分点鐘

場　所　磯兵衛
・立川R．C　　6月15日の例会は創立記念例

会の為に15日午後6時30分点鐘

場　所　草薙温泉　ホテルニュー白糸

登録料　　5，000円

出席者は13日まで連絡下さい。
・酒田東R．C　　6月8日の例会は酒田3ク

ラブ合同例会の為12時点鐘

〔重大会員ス呵

場　所　　ホテルリッチ酒田

登録料　　5，000円

例会后講演会「庄内空港について」

講師　山形県出納局長　板垣義次氏
東北電力㈱より　　東北電力情報　回覧

新会員の氏名公表

荻原　晋さん
㈲みづは産業　代表取締役

推薦者　秋野　忠君
職業分類　空気調整機器販売

五十嵐　宏夫さん

庄内交通㈱　常務取締役

推薦者　庄司嘉男君
職業分類　バス事業

本山　弥君との交代となります。

創立1959年（S34）6月9日

承認1959年（S34）6月27日

第6回クラブ協議会の出欠席を至急申し出て下さ
い。

今年度の事業報告書未提出者が大部分なので用紙

は自由ですので9日まで事務局へ必ず提出して下

さい。

各理事及び委員長

30周年記念行事実行委員長、各小委員長、ポリオ・

プラス特別委員長、IGF特別委員長

穀物乾燥調整施設と今後の農業

斎穀物乾燥調整施設に
ついて、どんな組織なの

か、どんな運営なのかに

ついて触れて見たいと思

います。当施設は鶴岡市

農協管内で6番目の施設

（S61年度の事業年度）

で規模的には350haで大

泉に次いで京田と同じ2

番目の規模になっていま

す。他の施設を紹介しますと、大泉地区がS56・

57年度の2年事業で500ha、西郷地区がS58年度

事業の300ha、上郷地区がS59年度事業の250ha、

京田がS60年度事業の350ha、黄金地区がS60・

61年度の2年事業の300haに次いで斉の順に設立

阿部信夫君

されています。穀物乾燥調整施設を我々は簡単に

ライスセンター（R．C）と呼んでいます。ロー

タリークラブと馴染み深い感じがしますが、これ

は英語ではありません。横文字の日本語と言うべ

きでしょうか。英語ではカントリーエレベーター

（C．E）と言います。我々のR．Cとは内容的に

異なっております。どこが違うと言いますと、穀

物乾燥調整迄は同じですが、その他に貯蔵が付き、

来年度の刈取る直前迄保存する為に買い入れ方法

が自ら異なってきます。R．Cでは調整した玄米

で検査を受け、その時点で買入れされ、倉庫に貯

蔵されたり、すぐ消費地へ運び出されたりします。

C．Eでは籾で売買される為に精選機と言う機械

を別に取りつけ粗籾を精選籾とシイナ等のヤセ籾

とに分けられ、籾で検査を受けて売買されます。



庄内には抽浦農協（酒田）、余目農協（余目）と

今年度建設される三川町農協管内の横川C．Eを

入れても3つしかありません。

鶴岡市農協管内の組織は、全国でも珍しく利用

組合方式を取っており注目を浴びております。利

用組合方式と言うのは組合員の加入面積に応じな

がら、コストの面も考慮して、規模設定をします。

管内では250ha～500haの規模になっており、利

用率は89．4％～106．3％になっております。又、

米の生産規模は6，428haで6つのR．Cの面積のトー

タルが2，013haで管内の32％を占めております。

以前R．Cの米は悪いと言う評判がありました

が、それはどう言う内容であるかと申しますと農

協が管理運営する直営のR．Cで農家が毎年安定

的に利用すると言う補償なく、中には倒伏した稲
やイモチ病に冒された稲だけをR．Cに持って来

て、良い所は自分の家で乾燥調整をやると言った

方法が随分あったと聞いております。最近では刈

り取り指示をしている為に良い品質との区別が出

来、トラブルがなくなったそうです。

運営につきましては組合員から1俵（60短）当

り1，250～1，盟9円の利用料をいただいています。

各施設まちまちですが毎年50円強が安くなってい

ます。各施設は年々減価償却費が定率法で減って

おりますので自ずと安くなっています。

県内では天童のR．Cでしたが1億（60kg）当

り2，100円の所もあり、鶴岡管内は特別安い所迄

はいっていませんが妥当な価格に定着していると

思います。

目的につきましては、良質米の安定供給とコス

ト低限をねらいとしています。良質米の生産には

組合員自ら取り組まなければならない事で、ここ
2・3年そうした組合員の意識も強くなっており、

多収もさる事ながら食味に感じても生産者自ら興

味を持って来ております。出穂後の追肥について

も、蛋白質やアミラーゼの兼ね合いから穂が傾き

かけたらやらないと言う指導方法を取っています。

どうしてもやせた土壌については堆肥を入れ地力

をっけるよう指導がなされています。

堆肥という言葉が出て来ましたので特別栽培米

である庄内型有機米（ゆうきクン）について触れ

て見たいと思います。現在鶴岡市での栽培面積は、

S63年度が79haで今年度の作付面積が178ha、10

0haほど昨年度より多くなっています。どういう

米を有機米というか庄内の基準を申し上げますと、

完熟堆肥を5カ年以上続けて10a当り1トン前後
の施用を行ない、塩基飽和度60％以上の充足のた

め土づくり肥料によって維持、向上と適深耕（15

cm以上）がされていることとあります。それに除

草剤の使用が1回（一般米では2～3回）使用と

定められ、病害虫防除はイモチ病を重点に2回以

内とする、但し公的機関が病害虫の異常発生に関

する警報等を発令した場合は考慮するとあり、こ

れ以上防除を行なった場合は一般米扱いとすると

あります。つまり最初は有機米として栽培したい

として取り組んでも途中で諸条件が整わない場合

はリタイヤという事になります。有機米は低農薬

で栽培されているのに対し「般米は農薬の使用制

限がありませんが現在は米価も下がってますし、
コストの事もありますので病害虫の発生に即応し

た使用方法をとっており、一斉に防除する体制を

取っておりますので低濃度の薬剤を使用しており

ます。8月15～20日以降防除はしていませんので

刈り取り迄1カ月以上あり残留の心配は全くない
と言っても過言ではありません。だから米に関し

て安心して食べていただけると思います。この有

機米の監視体制は農協の営農指導員が当ります。

ちなみに値段はと申しますと生産者は60kgl俵当

り自主流通米より2千円プラスの2万4千3百円

位で取引きされています。消費者は品種にもより

ますが10kg当り4千円ら9千円で取引きされてい

ます。収量では一般栽培に比べますと1～2俵落

ちるのが現状です。

又、目的の1つでありますコストダウンに付き

まして、コンバインの共同利用があげられますが、

今現在バラタンク付きのコンバインをグレンホッ
パー付きコンバインといいますが、これ1台で60

0～700百万円近くしています。とても1人では手

が出る金額ではありませんので4人位の共同で購

入しています。

ササニシキは10～14日以内に刈り取らないと刈

り遅れで食味・品質が落ちますので期間内で作業

を進めています。又、庄内のR．Cはササニシキ

1本立てでやっていますので後半刈り遅れ気味の

傾向にある時もありますので、今後施設の有効利

用を増す為にも早生種を取り入れた2本立でやっ

ていきたいと思います。施設の機種性能・用途に

つきましては企業訪問の時にでも説明したいと思

います。又、農業情勢につきましても、今激変し

ており田園都市として繁栄してきた鶴岡市もこれ

から農業の米を基幹作物としながらも単独の農業

運営ではいきづまりに来る事は必定であり、今後

の生き残りをかけて消費者のニーズに対応し、農

工一体、農商一体の農業を進めていかなければら

ないと思っています。そういう面でロータリーの

仲間入りさせていただいた事に対し大変光栄に思



います。これからもみなさんの意見を聞きながら

新しい時代に即応した農業の体制作りの為、頑張

りたいと思います。

ロータリー会報

コンクール

最優秀賞を授賞

（委員会報告）

（出席委員会）

年間皆出席
18年間皆出席

13年間皆出席

4年間皆出席

3年間皆出席

2年間皆出席

1年間皆出席
′′

5月100％以上出席　　4名

140％…高橋君

120％…藤川君、笹原（信）君、碓氷君

5月100％出席　　　　　阿蘇君　他49名

6月会員誕生祝い

石　黒　慶之助君　　　布　施　隆　夫君
田　耕　助君　　　石　川　一　男君

秋　野　昭　三君　　　張　　　紹　淵君
高　橋　良　士君

奥様誕生祝い

阿　部　広　子様　　　三　浦　尚　子様
斎　藤　美代子株　　　川　上　朱　美様

斎　藤　　和様　　　日　向　京　子様

（ス　マイ　ル）

市川輝雄君　　会報が地区の最優秀賞に選ば
れたので、天神祭りで早坂さ

んと山口さんの仮装が大変熱

演でしたので

石川一男君　　研修旅行で鹿児島に行ってき
ました。その際初めて鹿児島

西R．Cにメイクしました。

黒谷正夫君　　天神祭りに三井さんにオード
ブルをお願いしたところ非常

に良いものが届きました大変

感謝しています。

佐藤順治君　　会報が地区の最優秀賞に選ば
れましたことは、ロータリア

ン日記など皆さんのご協力が

大きな力となりました。

三井　　健君　　黒谷さんより只今は、私の店
の宣伝をしていただきました

（ビ　ジ　タ　ー）

加藤有倫君　（鶴岡西R．C）
布川勝也君　（鶴岡東R．C）

＝羽黒学園総合体育館

落成記念コンサート

時　　　6月23日　午後2時より

場　所　　羽黒高校新体育館

奏者

原　信夫とシャープス＆フラッツ

弘田三枝子・亜樹山口ミ

皆さんを御招待いたします。

一一一朋動けββ尺等COR」Vg兄－●●●一一一●一一一一●一一●－●●一一●一一

㈱　中　国　飯　店

鶴岡市本町二丁目1－6
TEL　22－0336

☆　就職への確かな道／　☆

●情報システム工学科

S C A　●OAビジネス科
●SE専攻講座（夜間）

学校法人システム学園

新庄コンピューター専門学校
新庄市十日町6162－11℡0233－29－2121

L●一一●●●－●一一一一一●一一一一一　ポリオプラスを成功させよう　世界社会奉仕委員会－■
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（会長報告）
市川輝雄君

。6月温海萬国屋において庄内分区の新旧会長幹事

会が行われました。任期終了を前にして、年間の

経過報告、及び反省などの発表があり、1991年

に地区の分割がきまった今、協議会や大会がいわ

き平で苦労したことや、会長と補佐する幹事との

阿畔の呼吸がクラブ運営に大きな影響を与えるこ

となど話題になりました。

010日、寒河江さくらんぼR．Cの創立総会に佐々

木志彦君と参加して参りました。千宗主R．Ⅰ理

事も絶賛された月山ラインの眼にしむ様な緑を縫っ

て会場の寒河江市の渋谷会館に到着、2時からロー

タリアン約200名参加して式典が催うされました。

吉田ガバナーが、ロータリーはまず出席から、そ

して親睦が肝要、さくらんぼの花も実もすべて親

睦の根の張り次第であると励まし、志藤P．Gは

さくらんぼクラブというユニークなネーミングで

山形県に40番目のクラブができたことの意義に

ついて祝辞を述べられました。これに対し佐藤安

男会長は「ロータリーの綱領にふさわしく、緑の

中（平和）に真紅の実（情熱）をつけることを願っ

て、その名をつけました。まだ未熟な黄色のさく

らんぼですがフレッシュな気持を忘れず、赤い実

になるよう努力したいと挨拶されました。アトラ

クションにジャズダンスがあったり、バニーガー

ルスタイルのホステスに驚いたり、若々しさがいっ

ぱいでした。チャーターナイトは10月の予定と

のことです。

011日、酒田北港埠頭に一日寄港した「動く海の

ホテル」豪華客船「オセアニッタグレイス」号を

見てきました。建造費50億円をかけてこの4月

に就航したばかりの5，000トンクラスの船ですが、

白鳥のように優美な船体は、男のロマンをたまら

なくそそるものがあります。客室は全部ファース

トクラス、80人の乗客に70人の乗務員というぜ

いたくさで、本格的なクルージング時代の到来を

思わせました。

。本日4時より新旧の合同クラブ協議会が新萌で行

われます。大いなる抱負と心をうつ反省を楽しみ

ロータリアン日記　〇月〇日
庄内竿とウミタナゴ
春磯の、私が得意にしている場所が何ヶ所も

あるが、今年はさっぱり釣果があがらない。訳
が解らず、ある波の静かな日ガラス箱でのぞい

てみた。釣れないはず、小魚一匹見えず月面の

荒野を見る思いがした。いやこんなはずはない、
どこかにいるはずだ、あち・こちとのぞいてい

るうちに見付けたのは何とウミタナゴの大群。

私の予想外の所に全員集合していたのであった。
5月20日（土）午後三時、NHK支局長の富田

氏宅を訪問する。以前よりお願いしていた庄内

竿を拝見、五十年前の造りという和風の落ちつ
いた、しっかりした家、広い庭を見ながら、お

屋敷に並べた竿を手に取る。いずれも作風から

察するに名の有る名人の作と見受けた。富田さ
んのお父さんが、数万本に一本の名竿と称した

約二間の竿は振りから穂先まで継ぎ目の無い
「無竿」であった。生まれながらに≡理想の姿を

持った素晴しいもので、なる程、何十万本に一

本の名竿に違いない。

同日某所のタナゴの群に初見参、勢い込んで

出掛け二十匹の釣果を見る。久しぶりに小気味
の良い引き味を楽しんだ。　　村上龍男

0
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0
0
0
0
0
0
0
000



に出席したいと思います。

〔軍事報岳つ
若生恒吉君

0会報到着

鶴岡西R．C　山形R．C　山形西R．C

東京R．C

。例会変更

・温海R．C　6月12日の例会場所が温海町商

工会館に変更点鐘は同じ。

（会員スピーチ）

ク　　ラ　　ブ

6月9日は鶴岡ロー

タリークラブ創立記念

日であります。当クラ

ブも先般30周年を迎え

盛大な式典並びに記念

諸行事万端を終えられ

ました事は己に皆さん

御承知の通りで御座い

ます。

当鶴岡ロータリークラブ創立は1959年（昭和34

年6月9日）承認は1959年6月27日でありました。

初代会長は小花盛雄先生、幹事は現在市民憲章委

員長の安藤定介氏でありました。従いましてチャー

ターメンバーとして津田晋介さん、阿部与十郎さ

んもクラブメンバーに御元気に加わって居られ、

我々を激励されて居られます。

次にはからずも、小花初代会長は旧制鶴岡中学

校、現鶴岡南高の同級生で（37会卒）ありまし

た。然し彼はクラスの俊才であり中学校四年修了

と同時に山形高等学校に進まれ、その後東北大学

医学部を卒業されて、郷里に帰られ開業されまし

たが、ロータリー会長は2期連続して奉任されて

6月26日の例会はファイヤサイドミーティン

グの為　6時点鐘

場　所　　温海ホテル

登録料　4，000円

0クラブ協議会　4時より新帝亭　顧問、現・新役

員、委員長の出席のこと。

030周年記念の一連のスナップ写真1枚50円

注文は事務局まで

0鶴岡市に多目的文化施設（美術館）建設を願って

のチャリティー開催のご案内　　回覧中

創　立　記　念

鈴木弥一郎君

居られる様で御座います。其の間、単身アメリカ

を訪問されニュープランズウィッククラブとの姉

妹クラブの締結を果されました事は偉業であると

思われ、深く敬意と感謝を捧げる所であります。

私は5代目池内会長さんの時、笹原桂一さん等と

一緒に入会させて頂きました。其の後25年の間、

諸先輩並びにクラブ皆さんの厚い御友情に支えら

れ今年に至って居ります。

従いまして昭和51年に名会長佐藤忠さんの後を

受けて第18代会長に推薦され就任致して居ります。

私の年度の国際ロータリーの会長はロバートマ

ンチェスターでありメッセージは「ロータリーを

私は信奉する」であり、又、ガバナーは平松信武

先生でありました。又、幹事には中江亮さんに曲

げて御願い致しました。中江さんは当時酒田に御

店を持ち乍らも欠席は勿論クラブ例会には酒田よ

り通勤で御座いましたが、一回の遅刻もなく年度

を終止されました。厚い御友情に只々深謝致して

居ります。

此の様にして始まった年度でありましたが、年

度早々に公式訪問がありまして、其の時の緊張は

今でも忘れ得ぬ一日でした。中江幹事並びに会員



の皆さんの御協力を心より感謝申し上げます。

8月にはノルウェーのガンダールビキュール女

性合唱団の公演が文化会館にて開催され当クラブ

と鶴岡西クラブとの合同歓迎例会を持ちましたの

も思い出です。

同じ年度の9月には、はからずも当クラブ初代

会長の小花盛雄先生の御逝去によりクラブ上げて

哀悼の意を表し、その大いなる御功績を忍び私が

クラブを代表して弔辞を捧げましたが全く奇縁で

御座いました。

10月2～3日には札幌市に於て5地区連合の年

次大会が開催されました。中江幹事外数名の会員

が列席致しました。

10月29日にはクラブ会員五十嵐伊一郎（鶴屋）

さんの御葬儀があり会長幹事が追悼に参列致しま

した。

同日夕刻より酒田市の大火災が発生し明け方ま

で続く未含有の大火となり酒田・酒田東R．Cの

会員の中にも雁災者を多数出しましたので当クラ

ブでも義援金を両クラブに贈り会長幹事同道にて

御見舞を致しました。

明けて52年1月21日にはアメリカの交換学生ミ

スダイアン・メタ・シュルツを迎えました。

3月10日には姉妹クラブの鹿児島西クラブの記

念式典に斎藤栄作先生を団長として10数名の会員

が訪問致しました。

5月2日にはアメリカ第735地区のGSEチー

ムが当クラブに来訪され湯の浜砂丘試験場、善宝

寺を見学され、夜には鶴岡西クラブとの合同歓迎

会を開催致しました。

5月21日には姉妹クラブ台中港区の歓迎会を開

催致しました。

尚、当クラブの大先輩の内、昭和亜年には早坂

源四郎ガバナー、昭和57年には石黒慶之助ガバナー

の誕生は当クラブとして誠に輝かしい記録であり

ます。

此の様に数々の思い出はつきません、今や90名

の友情の会員を薙し当クラブも益々の発展を喜ぶ

ものであります。それにしてもロータリーは良い

ものだと思います。新しい発見と友人に恵まれま

す。そして唯々感謝それが私にとってのロータリー

（旦＿＿＿マイ　ル‾）

塚原初男君　仕事柄山頂まで登る事は極め

て少ないのですが6月11日マ

ヤ山頂まで登りました。

高橋良士君　　6月4日酒田で開催されまし

た協議会に於いて我がクラブ

が「会報」コンクールの最優

秀賞を受賞。クラブを代表し

て受賞しましたので

藤川亨胤君　　6月7日法人会のコンペで優

勝しました。又、前回の例会

で石川一男さんより鹿児島に

行った時、顔の広さに驚かれ

おはめの言葉を頂きましたの

で。

嶺岸穫三君　先週「会報」が最優秀賞を頂

いた事を会社で報告しました

ところスマイルしてこいと言

われましたので

三井　健君　　6月11日私共、鶴岡中学校の

第47回の卒業生が卒業50周年

を記念してクラス会を開きま

した。大変盛大に終わりまし

た。

荘司俊治君　上記の幹事をしました。

佐藤　壌君　私もクラス会に参加しました。

（西クラブ）

（ギジタ二〕

佐藤　接君　（鶴岡西R．C）
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情報委員会

シニア・アクティブ会員

シニア・アクティブ会員身分の条件の中に示さ

れた「15年以上」「10年以上」または「5年以上」

という年数は連続的でなくともよい。

元ロータリアンがシニア・アクティブ会員に選

ばれるためには、かつてシニア・アクティブ会員
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款に定められた規定によってシニア・アクティブ
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ない。シニア・アクティブ会員は、出席条件その

他の会員としての義務を果たす限り居住地にかか

わりなくシニア・アクティブ会員身分を続けて保

持できる。
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★　サッポロドラフト

株式会社　笹原商店
代表取締役社長　笹原桂一

鶴岡市本町一丁目9－29
TEL（24）一1255

おかげさまで創業100周年

今後ご愛顧の程お願い申し上げます。

日本生命荘内地域
支社長　松　永　輝　夫

鶴岡市山王町11－20　TEL　22－7623

荘内銀行グループ－
損　害　保　険　代　理　店

アメリカンファミリー代理店

リリー商事株式会社
代表取締役　三浦恒棋

〒997　鶴岡市本町二丁目15番39号　電話（24）3111

一一ポリオプラスを成功させよう　世界社会奉仕委員会－■
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（会長報告）
市川輝雄君

0空梅雨かと思わせては降り、いっかまた晴れる五

月雨の頃となりました。そぼ降る朝などあじさい

の花芽が初々しく濡れている風情もよいものです。
。春おそい頃、リンゴの樹に白い花が咲くと、私が

いっも藤村の「初恋」の詩を思い出します。

まだあげ初めし前髪の

林檎のもとに見えし時

前にさしたる花櫛の

花ある君と思ひけり
018日の月曜日小学校時代クラス会を開きました。

還暦を記念し羽黒山でご祈祷をしてもらい、由良

で祝宴をというコースでしたが45名も集まり盛

会でした。高度成長時代をわき目もふらず生き抜

いてきた昭和1桁前半の世代であります。宴が盛

り上がってくると、人生楽しむべし、その為には

健康第－といいながら立て続けに盃を重ねる人、

君は僕の初恋の人だったと半世暮己ぶりに告白する

ロマンチスト、或いは波瀾万丈人生劇場型の好漢

などもいて、灰色の青春時代を忘れたかのような

勢いでした。そしてまだまだ人生これから今が後

期の青春時代なのだとの結論に達したようです。

）○⊂〉○⊂〉0⊂）0⊂）○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂）○⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂）○⊂〉○⊂）○⊂）○⊂〉○⊂〉C

ロータリアン日記　〇月〇日

敬天愛人（記念碑）製作にあたって
今は亡き小松広穂大先輩より、例会の席にて

「当クラブも30周年を迎えるので、何か作りた
いとのことで、一つ協力してくれないか」とい

う話でした。その時、「どういう物を作るので
しょう」と、私がお尋ねしたところ、石で永久
に残るものを作りたいとのことでした。が、そ
のお話があった3日後、突然に帰らぬ人となっ

た訳でございます。それ以来、記念碑の話は、

賀　一応、中断した訳ですが、その後、風間新委員

英の詩人カーペンターは「君よ初恋を思うべし。」

といっています。眼を閉じて初恋を思うとき、ふ

つふつと胸にたぎるもの、時にホロ苦く、時に甘

酸っぱく心にしみるのを感ずる人こそ真に人生経

験の豊かな人といえるでしょう。年齢を超越し、

精神面に若さと情熱を保つことが長寿の秘訣であ

ろうかと存じます。
0本日恒例により当クラブの名誉会員である、斎藤

第六市長をお迎えしています。会長をしてみてわ

がロータリークラブと市当局とが、いかに密接に

関わっているかよく分かりました。極言すれば、

市政に対する関心度はロータリーに対する関心度

に比例するものであると言えましょう。今日のお

話を心してききたいと存じます。

（幹事報告）
書生恒吉君

0例会変更

・八幡RC　6月28日（水）の当クラブの最終

例会は社会奉仕の一端として鳥海高原家族旅

行村の清掃のために6月28日12時点鐘

場　所　鳥海高原家族旅行村売店前

登録料　1，500円

⊃○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂IO⊂〉○⊂〉○⊂〉0⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂IO⊂〉○⊂〉OC〉

設計は、佐藤昇さんから、南州翁の書にピッタ
リの設計をしていただき、完成を見る事ができ

ました。私も、いろいろの記念碑を手がけてき
ましたが、あんなに大きい字体を刻字したのは、

初めての経験で、一生涯忘れる事のできない仕

事をさせていただきました。素材は、基礎石、
中国産白御影石、碑石、台石は福島産、添石は、

蒜諾至宝芸t完芸㌣怠毒讐慧言誓警鋸
できました。ロータリー精神で、奉仕の心をす昌

ることができたと思う。　　　　　　　　　　　9

呂　長さんに変わり、この話が再び進行した訳です。　　　　　　　　　鈴木茂男　呂
〇〇〇⊂）〇〇〇〇〇⊂〉〇〇〇〇〇〇〇⊂〉OOOC，○⊂〉○⊂〉〇〇〇〇〇⊂）○○OClO⊂〉〇〇〇⊂）〇〇〇⊂）○⊂〉0⊂〉〇〇〇⊂IO⊂〉○⊂〉○⊂〉〇〇〇〇〇⊂）〇〇〇〇〇⊂〉〇〇〇〇〇⊂）○⊂〉〇〇〇⊂）OOOC〉○⊂）〇〇〇



7月5日（水）の例会は初顔合わせの為に

日　時　　7月5日　6時30分点鐘

場　所　　観音寺栄町公会堂

登録料　　4，000円

・余目RC　6月30日の例会は最終例会の為

日　時　　6月30日　6時30分点鐘

場　所　センチェリープラザ和心

登録料　　3，000円

・酒田RC　6月28日の例会は最終例会の為に

日　時　　6月28日　6時30分点鐘

場　所　六　　助

登録料　5，000円

・鶴岡東RC　6月28日は最終例会の為に

日　時　　6月訪日　点鐘6時30分

（ゲストスピーチ）

場　所　　ホテル五番館

登録料　5，000円

。鶴岡市社会福祉協議会より

上海市聾唖者芸術団鶴岡公演会のチケットを販

売しております。

7月29日（土）5時30分開場　大人1，000円

必要な方は事務局まで申し込んで下さい。
。寒河江さくらんぼRCより創立総会への参加の礼

状が到着しております。
0来週の例会は点鐘6時30分　5階ホールバイキン

グ料理飲酒例会となります。

財団寄附　￥8，198円

庄　内　と　鶴

本日は、R．C．例

会にお招き頂き、大

変貴重な時間を、鶴

岡市政の最近の情勢

等について報告する

機会を与えて頂き、

大変有難く、御礼申

し上げます。

市川会長さんから、

ご丁重なご紹介を頂

きましたが、今年はロータリー創立30周年という、

お目出たい記念すべき年に当たり、鶴岡市とは縁

故の深い西郷南洲先生の敬天愛人の碑を、建立さ

れ、これを鶴岡市にご寄贈頂きました由あらため

て厚く御礼申しあげます。市としましては、これ

を大事に保存致し、後世に西郷南洲翁の遺徳を伝

えていきたいと考えている次第です。本当に有難

うございます。

時間の都合もあり、かいっまんで、最近の市政

の主だったことをご報告致します。
＼庄内空港については、最近の新聞でも報じられ

ているように、工事は極めて、順調に進んでおり

ます。平成4年4月の開港予定ですが、工事自体

は、平成3年度中にはできるのではないかと思わ

岡　市　政　－

鶴岡市長　斎藤第六氏

れます。今年の事業を消化しますと、大体、土木

工事の85％消化するという現状です。残された問

題は、ターミナルビルの建設問題があります。昨

日の荘内日報にも報じられましたが、21日から開

催の県議会で、県の方からターミナルビル構想に

ついて、お話されるという様に承っております。

いずれにしても第三セクター方式での株式会社

で建設をし、これを運営していく方針の様に承っ

ております。詳細はまだ私共も聞いておりません

ので、この程度にさせていただきます。

月山ダムの事業も最近は急速に事業が進捗して

おり、昭和63年度から堰堤の本体工事にかかって

おりますが、現在は掘削専門で、基礎になる部分

の掘削をやっており、又ダムになった場合に土砂

の崩壊するような箇所の手当等周辺の整備、更に

は112号国道のつけかえトンネル2本を整備して

おります。本年度の予算は、118億という多額の

予算をっけて頂き、これも急速に事業が進むので

はないかと期待しております。

横断自動草道酒田線については昨年の10月5日

に路線が発表され、11月1日鶴岡に、道路公団の

仙台建設局の出先である鶴岡工事事務所を設置し、

鋭意作業を進めており、今年度の秋には大体測量

が了って、地権者の方々に、どこまでかかるとい



うような説明をし、いよいよ用地買収ということ

に進むわけで、これもまずまず順調に工事が進ん

でおります。日本海沿岸高速自動車道の促進につ

いては、我々庄内としても官民あげて、実現に努

力しておりますが、とりわけ青年会議所の方々が

沿線青年会議所と手をっないで、この促進に努力

頂いております。昨年は、第1回鶴岡市で、日本

海夕陽ラインシンポジウムを、大々的に開き、気

勢をあげて頂きましたし、今年は村上市で、各青

年会議所の方々が集まり、建設省始め関係者を大

勢お招きし、促進のためのシンポジウムを開いて

頂きました。我々自治体としても、鋭意とり進め

ており、今年の1月審議会において、新潟市から

村上市までの50km区間が、所謂予定路線から基本

計画路線に指定され、又秋田県の秋田本荘間40km

更にその北20km南北あわせて60kmの区間が基本計

画路線に指定され、具体的に色々調査を始めるわ

けです。一応の調査が了りますと、政治計画路線

に格上げされ着工という段取りになりますが、ま

ずその第一歩を踏み出しました。

庄内側は一生懸命今迄運動しているが何故今回

指定されないのかというご指摘が新聞でもありま

した。これは途中省略をして庄内からだけかかる

わけにはいかないためで、道路はやはり、新潟か

ら北上してくるのが順序だと理解していますし、

庄内は現在、横断自動車道で整備する鶴岡酒田間

（酒田の広野から更に12km延進）は、完成の暁に

は、日本海沿岸国道と併用になる区間であります

から、今横断道路を進めることは、とりもなおさ

ず日本海沿岸道路の事業であるという意味をもっ

ものですから、庄内だけが取り残されたと言う事

ではなしに、ご理解を頂き、ご協力をお願いした

いと思います。

次に鶴岡市の行政につき、昨年やったこと、今

進めていることを、かいっまんで申しあげます。

銀座商店街の活性化事業は、両側家屋を切り取

りまして、その分歩道を広げアケードをっくると

いう事業をやっており、第三街区が63年度で了り、

隣の第四街区を平成元年度事業として実施します。

本年以降は第－、第二街区をやりますが、地元も、

早期実施の声が強くなっており、一、二街区は単

年度で、来年できるようにしたいと今検討してい

ます。地域のご協力を頂き、お陰で、大変立派な

商店街になっておりますが、今度は大勢の人が集

まったり、休憩できるような施設、コミよこティ

プラザを市役所で建設すべく準備を進めています。

現在基本計画がようやくでき、これから実施計画

をつくる段階ですが、市民の方々に喜んで頂ける

様な公設の施設を造らせて頂きたいと考えており

ますのでご協力をお願いします。

鶴岡市は色々のモデル事業に指定頂いておりま

す。
一番最初に指定を受けたのが、花と緑の都市モ

デル事業。これ昭和60年度に指定を受け、以来事

業を行い、平成元年度でこの仕事は全部終わりで

す。市役所前の通り、旧図書館から致道博物館の

間の整備、やすらぎの広場、タブの木のところの

ポケットパークそして最後に内川の川端沿いに道

路を今整備しており、事業が終了します。

今度、これからやろうとしているのは、内川の

整備であり、鶴園橋から昭和町までの間、所謂市

街地の中心部といわれる所を綺麗に環境を整えよ

うと、今建設省に指定を頂いております。この川

はご案内の通り、県の河川の管理する川ですから

事業そのものは県でやって頂くということになっ

ています。どういう整備をやるかについては、昨

年秋以来審議会をつくり、色々審議をして頂きま

した。やはり鶴岡の内川の面影というものは、無

くしてはならないという意見が圧倒的であり、川

幅は、現状のままで、両側の石垣等を椅麓に直そ

う、更には、大泉橋（俗称眼鏡橋）を、交通の要

衝でもあり、橋を広げ、交通がスムースに行く様、

大改革が行われる予定であります。もう一つ、今

の800m区間には、これからの維持管理の為に川

沿いに道路をつけなければなりませんので、大変

迷惑をおかけすることになりますが、現在川端に

営業中の商店、飲食店さんには移転をお願いする

ことになります。これから県と市と一緒になって、

沿線の皆様方のご理解ご協力を得る為の努力をし

ていかなければならないと考えていますが、一応

は、計画策定委員会も終わりまして、構想が漸く

出来上がった段階です。

環境形成モデル事業の指定は建設省から頂いて

おり、今審議会で審議をしております。平たく言

うと鶴岡市は非常に長い伝統のある城下町である

という歴史的な事を後世にも残していくべきだと

いう考え方にたち、今残っている物を大事に保存

することは勿論、鶴岡らしさをだす為には、どう

いうことをやればよいかを調査して頂いているも

のです。鶴岡公園は鶴岡の象徴でありますから、



この整備も加えてもらいたいと注文しているわけ

です。まだ何と何をやるかは決まりませんが内川

の整備、花と緑のモデルで一部実施の公園の整備

等をし、今までやった事業とのつながりをつけ、

将来に残る鶴岡らしさを形成していきたいと、こ

れから5～6年かかるが、環境形成モデル事業を

やっていきたいと思っています。

自治省でやっております、リーディングプロジェ

クト事業は、所謂目玉事業です。全国の市町村で、

これからの地域発展のために基礎となるような事

業を一つださせ、その中からなる程これなら良い

だろうと思われるものが選抜される事業です。非

常に幅のあるもので、従来のいき方とは全く適う、

各市町村の発想に基づいてその地域に適したもの

を何か採り上げてやろうということで、リーディ

ングプロジェクト事業というものがやられていま

す。

鶴岡市では、国際交流基盤整備事業と言うもの

を採択してもらいたいと要望してきたところ、お

陰で採択になり、国際交流部門では、鶴岡と長野

県松本市の二つだけであります。これには、昭和

35年、あまり国際交流等やっていない時代に、ア

メリカのニューズウィックとの姉妹都市提携をや

り、その後の交流も非常に円滑であるとか、我々

公共団体がお世話しなくとも民間主導で国際青年

祭等留学生をたくさんお招きして既に4回も実施、

25カ国120～130名の方々が参加し、庄内一円で国

際交流をしている実績が認められ指定されました。

これも今、基本計画を策定中です。一番柱になり

ますのが、交流センターをっくり外国から様々な

方が来ますけれども、そういう方々をお世話する
一つの拠点にし、急速にふえてきている国際交流

に関心のあるボランティアの方の集まる場所とし

て、また、特に若い方の英語の勉強の場所の提供

等、輪を更に広げていきたいと思います。もう一

つ大きなことは、鶴岡には、山口さんご夫妻が所

有のアマゾン資料2万数千点があり、これを有効

に活用しなければなりません。山口先生も希望さ

れていますので、市がそういう資料館をつくり、
一般に公開するという基本的な考えで、センター

と資料館を一緒に併設するというか兼ね備えた施

設をと考え基本計画を立てているところです。こ

れも5～6年かかる事業ですが、そういう新しい

仕事をやろうとしているわけです。

鶴岡にも市民ゴルフ場が完成しました。明後日

22日がオープンですが、国の河川敷、川の敷地を

無償で借りて、ゴルフ場を造ったものです。面積

は約17ヘクタール。赤川スポーツランド（株）と

いう市も出資した第三セクターの株式会社をつく

り、同社が造成し、施設は市にご寄付頂き、同社

は運営の一切をすると言う段取りで、オープンに

こぎつけました。市民の皆さんの関心も高いよう

で、せっかく出来たゴルフ場ですから大勢の方々

に利用願いたいと念願しております。

市民プールもいよいよ7月1日にはオープンし

ます。この新室内プールは縦50m横25mと縦横ど

ちらでも使え両方公認になっております。

水泳連盟から財政的にも大変など協力を頂き、

全部で8億5千万程度の予算を投入し、2年がか

りで、漸く工事が完成するという段階です。おそ

らく、この規模のプールは東北では一番整ったも

のになると言われていますが、これを利用し、鶴

岡の水泳の一層の普及を図って行きたいと思って

います。

最後に体育館。国体に備えて、どうしても必要

な総合体育館を63年～平成2年度末には造りたい

と今工事を小真木原の一隅に進めております。こ

れを使って相撲競技をやろうとしているわけです

が、21億円余りと多額にかかる為、とても単年度

では出来ず、3年がかりでやろうとしています。

完成すればどこに較べても恥かしくないものがで

きるであろうと考えています。

以上申しあげましたように色々の新しい仕事を

背伸びしながら採り上げていますのは、21世紀に

向けて、更には庄内空港の開港に向けて、鶴岡も

活力をつけなければならず、その土台になるもの

を今のうちにやっておかなければ立ち遅れてしま

うのではないかとの考え方から、多少無理はして

いますけれども、地元国会議員の全面的など協力

を頂いて近代的な都市に鶴岡も脱皮しようとして

いるとご理解をお願いしたいと思います。

大変貴重な時間を頂きましたが、とりとめのな

いことを申し上げまして恐縮しております。どう

ぞ宜しくお願い致します。

（委員会報告）

（職業奉仕委員会）
委員長　佐藤　　衛君

先日の理事会で御承認を頂きました、当初の括



動計画に基づき、優良従業員の表彰を行います。

今日は長年、私共のクラブ会報を印刷しておりま

す、富士印刷さんの阿部昭八さんを例会にお招き

しております。

阿部さんは勤続38年、現在も工場長として勤務

し、職務に大変忠実で常に他の模範となる人とお

聞きしております。市川会長より表彰状と記念品

をおくり、事業主であります嶺岸君より簡単な挨

拶をお倣いしたいと思います。

表　　彰　　状

阿部昭八殿

貴方は、長い間富

士印刷株式会社に勤

務され、豊かな経験
と、秀れた手腕とを

もって、企業の発展

育成に大きな功績を

残されました。又、

貴方の真面目な勤務

態度や旺盛な研究意

欲は、非常に立派であり、他の模範とするところ

なので、ここに記念品を贈呈し表彰いたします。

平成元年　6月20日

鶴岡ロータリークラブ会長　市川輝雄

答　礼

嶺岸線三君
沢山の事業所に沢山の優秀な技術者がいらっしゃ

る中で、我が社の阿部が選ばれましたことは、大

変光栄であり、厚く御礼申し上げます。

先程、佐藤委員長から紹介頂きました通り、阿

部は、富士印刷株式会社の工場長であります。我

が社にはなくてはならない存在になっています。

昭和26年（私が生まれた年なのですが）印刷機

械工として入社されました。当時は、所謂、職人

と言われるタイプの従業員がたくさん居まして、

そういう意味で、大変色々と苦労したと言う話を

聞いています。

以来38年、今では阿部工場長が職人肌と呼ばれ

る我が社で唯一の存在になってしまったという感

があります。今回の受賞を機にますます、古き良

き時代の伝統を、我が社に根付かせていってくれ

ればと期待してます。本日は、どうもありがとう

ございました。

（次年度社会奉仕委員会）

次年度委員長　斎藤　　昭君

初仕事になるわけですが、内川清掃奉仕作業の

案内がきております。昨年も日曜日でありました

が、7月2日（日）実施とのことで、詳細につい

ては、6月22日（木）打ち合わせ会がありますの

で、終了後、皆さんにご案内を申し上げます。昨

年の状況をみますと、午前6時からということで

ありますし、更に朝食を中国飯店さんにお願い致

しまして、朝粥を準備致しますので、大勢の方が

ふるって参加するようお願い申し上げます。

詳しくは6月27日ご報告申し上げます。

（新入会員紹介）
丹下誠四郎君

氏　　名　　高　橋　　登　君

生年月日　　昭和24年6月20日

自　　宅　酒田市吉田伊勢塚

職　　業　J．T．B．日本交通公社

鶴岡支店長

家　　族　妻　　噸　様　S．26．6．13

長男　　大　様　S．52．10．2

長女　琴　様　S．57．2．19

母　富　子様　T．14．12．1

略　　歴　酒田東高校卒業

趣味・特技　スポーツ

（新会員挨拶）
高橋　萱君
JTB松津支店長

時代から、ずっと可

愛がって頂きまして

有難うございます。

松津支店長の後任で

はありますが、鶴岡

支店には13年ほど勤

務しております。振

り出しは東京で、5

年ほど勤務の後、酒田へ転勤になり、又13年前に

当地に赴任し、現在に至っております。

何かと未熟者で、色々わからない面が多いと思

いますので、諸先輩方のお教えを頂きながら、又

ロータリーの精神に基づいて頑張っていきますの

で宜しくお願い致します。



（新入会員紹介）
秋野　　忠君

氏　　名　　萩　原　　　晋　君

生年月日　　昭和22年2月10日

自　　宅　　鶴岡市本町2丁目3－32

職　　業　㈲みづは産業　代表取締役社長

家　族　妻　眞　理様　S．26．7．20

長女　和　歌様
長男　拓　哉様
父　　　垂　様

兄　　　徹　様

略　　歴　　中央大学卒業

趣味・特技　音楽・球技・ゴルフ

（新会員挨鱒）
荻原　　晋君

伝統と歴史のある

R．Cに入会させて頂

き厚く感謝の意を表

したいと思います。

私の勤務先が、先

程丹下さんから推薦
のありました、高橋

君の交通公社の筋向
いという位置にあり

まして、近所同志同じ日に入会ということで、常

に会っているわけですが、又一つここで縁が出来

たようなそういう気持ちです。

私自身がまだ未熟な者でございますので、諸先

輩方のご指導の元に、立派な社会人としてやって

いけるように、ご指導ご鞭樋の程をお厭いして私

の挨拶にかえさせていただきます。

（ス　マイ　ル）

●●●胴β屈児等CORⅣ五月

石川寿男君　　第33回鶴岡市母の日記念美術

展で、第5小学校4年生の孫

が鶴岡市社会福祉協議会長で

ある斎藤鶴岡市長に表彰され

ました

村中文章君　　6／17の第16匝l鶴岡商工会議

所役員議員親睦ゴルフ大会に

おいて“雨・風の天候”にも

恵まれたせいか、何を誤った

のか優勝をしてしまいました。

昨年皆川さんの店から買った

クラブがやっと働いてくれま

した。

佐藤孝二郎君　　30周年記念時には大勢お邪魔

（余目R．C）　　してご馳走様でした。

私の方は来年20周年記念を5

月5日にやりますので宜しく。

253地区、地区委員を今年や

ることになりましたので、ご

協力お願いします。

映画「226」宜しく。

（ビ　ジ　タ　ー）

佐　藤　孝二郎君　（余　目R．C）

佐　藤　　　意様　（鶴岡東R．C）

＝＝＝映画紹介「226」＝＝＝

昭和11年2月26日は、その朝、雪であった。
一瞬、鋭い稲妻のこどく日本の頭上をよぎり、そ

しで軍春のあわ雪のことく消えた“2・26事件”…。

6月17日～　鶴岡座で上映

酒田・鶴岡一東京渋谷。
定期高速パス

ゆったクした座席で

炭厨9時厨の靡。

日本海ハイウェイ夕陽／ミルキーウェイのお問い合わせは

ト庄内交通高遠パス予約センター‥・℡鶴岡（0235）24－7600

℡酒田（0234）24－7600

ト東急高速ノヾス座席センター………℡東京（03）410－0211

お蔭様で庄内で43年目を
迎えました．グ

今後とも　よろしくお願いします／

同和火災　鶴岡支社

〒997　　鶴岡市文国町1－99

TEL　　0235（22）1012

FAX O235（24）8192

▲一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・ポリオプラスを成功させよう　世界社会奉仕委員会－
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（会長報告）
市川輝雄君

0去る23日、羽黒高校の創立27周年記念式典及び体

育館落成式が挙行され招かれて出席してきました。

）　　　ワンフロア1千坪総工費6億5千万の体育館は体

育館は高校のものとしては東北一だそうです。

記念講演は日本大学元副総長の鵜沢博士による

「動乱期の日本と竜馬をめぐる男達」というお話

しでした。落ちこぼれ少年だった坂本竜馬が幕末

の日本を動かすに至った生涯と勝海舟や西郷南洲

などとの出会いなど興味深い講演をされました。

羽黒高校の進展ぶりは目をみはるものがあり、

今後共、青少年問題を含めて、密接な絆を保ちた

いものと思います。

（幹事報告）
若生恒吉君

0例会変更

・酒田東R．C　7月6日の例会は初例会の

為に7月6日　6時点鐘

例会場所は同じクラブ協議

会と懇親会があります。

。庄内分区代理　新穂光一郎君より分区代理退任の

あいさつ状が到着

0会報到着

・酒田中央R．C

・RI日本支局より　RIニュース

インターアクトこ．ユース

（委員会報告）

30周年記念誌編集委員会

委員長　石井敬三君

ようやく30周年記念誌が完成致しました。今年

度内になんとか完成させたいと考えておりました

が、斎藤印刷さんにご無理願いギリギリ、最終例

会に間に合わせることができました。次の例会に

配布することになりますが、これでやっと肩の荷

がおりました。皆様のご協力に感謝致します。

まずはご報告まで。

〇〇〇⊂〉000⊂〉OC〉〇〇〇〇〇⊂〉00000⊂90（⊃○⊂〉000⊂）〇一⊃〇〇〇〇OCiOC〉0CIOC〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂｝○⊂〉〇〇〇くつ○⊂）○⊂〉○

呂　ロータリアン日記　〇月〇日
最後のロータリアン日記

乗の花が咲きはじめると、青臭い甘い匂いが
寺の庭一杯に拡がる。青白い花が少しずつ薄黄
色になって、あたかも巨大な毛虫のような姿に
変り、やがて落ちてしまう頃、漸く“つゆ”が明
ける。
むし暑さと肌寒さが交互に訪れる季節はとか

く体調も崩しがち、数年前の40余名から今は90
名を超す大所帯になった幼稚園の子どもたちも、
この時期休む子が多い。数日本職？の寺の用事
で留守にすると、静から動（やかましい）への

意識の転換に暫く時間がかかり、この原稿も筆
の進みが仲々思うにまかせない。書き乍ら浮ぶ

次の文章が、職員室に飛び込んでくる子供の声
でみごとに飛んで、その時ばかりは思わず「う
るさい．／」傍らにいる主任の先生からたしなめ
られる。

ロータリー日記、会長から担当を委嘱され、
どうやらやっと一年が過ぎた。本当に執筆を快
く？承諾して下さった会員諸氏のおかげである
と感謝している。その結果が、地区表彰、しか
も最優秀賞になったとすれば、何となく少し鼻
が高い気がする。正直な所一年間自分で書くの
でなくて、依頼するというのは仲々容易ではな
かった。そして最後のしめくくりの原稿が一つ

不足して、やっぱりお鉢が回ってきた。
佐々木詰彦
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歩選んで資努よく　〝　　克美のロータリーライフを。
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（吾至垂重訂

次年度委員長　斎藤　昭君

内川清掃奉仕作業を7月2日午前6時～8時まで

行います。朝がゆを準備致しますので、大勢の方

の参加単組しくお願い致します。

〔重奏退任挨唾〕
市川輝雄君

さて、いよいよ退

任の挨拶を申しあげ

ることになりました。

いささか所感の一端

を述べ、そして皆様

にお礼の言葉を申し

上げたく存じます。

私の年度を要約す

るならば、昭和から平成への改元の年であり、創

立30周年記念行事のあった年であると言えます。

共に大きな節目として我々にとって忘れ難い年度

となることでしょう。

鶴岡ロータリークラブを一つのオーケストラに

見立てた場合、90名の会員は、それぞれ音色の違っ

た弦楽器であり、管楽器であり、打楽器でありま

す。あの記念行事において、特色のあるそれらの

楽器がめいめいに勝手な音を出せば、それは耳ざ

わりな雑音としか聞こえません。タクトー旋、統

一されたメロディを、それぞれのパートの最高の

テクニックで演奏される時、それは聴く人の心を

打ち、感動のあまり洞を誘うことさえあります。

大胆に細心に、厳粛に朗らかに、そして伝統ある

クラブの個性が、巧まず表現されたすぼらしい演

奏が、まだ私の耳の奥から聞こえてきます。その

「奉仕と友情で奏でる30年の交響詩」という永遠

の楽譜が、今日出きあがってきた、この記念誌で

あります。ぜひ座右におき、折にふれて読み返し

てもらいたいと思います。

しかし、私の年度にとって、それは一つの大き

な催事に過ぎません。とかく大きなイベントがあ

ると、その他の奉仕活動がおろそかになり、陰に

かくれてしまい勝ちですが、始めから各委員会の

積極的な活躍により、「ロータリーに活力を、あ

なたの活力を」のターゲットが充分生かされ、予

期以上の成果を納めることが出来ました。ロイス・

アピーR．Ⅰ会長の異体的な要請課題に見事に答

えてくれたのであります。その詳細については

「クラブに活力をもたらしてくれたこの一年を顧

みて」と題し、活動報告書に記載しましたのでこ

こではふれません。また皆様も成果の程は充分お

わかりのはずであります。

今回の規程協議会で、ロータリーの標語「最も

よく奉仕するものは最もよく報いられる」よりも

「超我の奉仕」をR．Ⅰの第一標語とすることに決

定したそうです。このロータリーの道徳律はロー

タリーの哲学と言われていますが、私達にとって

ロータリーの心髄とは、あからさまな道徳律では

なく、美しい友情と高邁な奉仕の理想であり、更

につきつめると、やわらぎと調和と真善美の世界

に到着する気が致します。特に禅の境地を理解し、

花鳥風月を愛する日本人には、ロータリーの美学

とよぶものがあってもよいのではないでしょうか。

そうした日本の風土から生まれたゆとりある、ロー

タリー精神、ロータリーの美学といった風なもの

を、少しでも表現しようとあえて、会長報告らし

からざる、会長報告を重ねてきました。それは形

の上では、皆様と常に対話している積もりで憩を

練りました。みみずのたわ言にすぎませんでした

が、いいたい放題の機会を与えて頂きましたこと

を感謝申しあげます。

さて、剣聖といわれた宮本武蔵は、五輪の書に

「我、事において後悔せず」と書いています。こ

れは何をやっても自分は失敗しないと大言壮語し

ているのでなく、常に反省し、常に悔む事の多い

が故に、自分のしたことに責任をもち、くよくよ

するなという逆説的な自戒の言葉であります。道

を極めた武蔵でさえしかり、今静かに一年を省み

て、なせば悔恨、なさざればこれまた悔恨の日々

でした。所詮、二流の会長は、二天流の武蔵に及



ばないのであります。

終わりに暖かい寛容の目で見守りながら、ベス

トをっくして協力してくれました会員の皆様、そ

して、ただ理事会のコンセンサスを頼りにしてき

た私を全面的に支持してくれました、理事役員の

皆様に心から御礼申しあげます。なかんずく、会

長を立て、あくまで黒子に徹して雑事万端をそつ

なくこなしてくれた若生幹事には、いうべき言責

もありません。本当によい女房役でした。事務局

の斎藤とも子さんには、例年の倍働いてもらいま

した。感謝申しあげます。それにエルサンの皆さ

んご苦労様でした、今後共よろしくお願いします。

万感の思いをこめて一首を詠み退任の挨拶を終

わります。

…　点鐘の　余韻忘れじ　一年（ひととせ）の

虹追ふ日々を　今し終わりて　…

有難うございました。

（幹事退任挨拶）
若生恒吉君

この1年間、あっ

という間に過ぎてし

まいました。市川会

長初め、会員の皆様

の暖かい友情に支え

られ幹事の大役を無

事おえました事、心

より厚く御礼申し上

げます。いわき平の地区協議会から始まり、活動

計画の作成、いわき平の吉田カバナーの公式訪問、

クラブフォーラム、IGF年次大会、30周年記念

行事、交換学生の受入派遣と、この1年間は大変

忙しい年でもありましたが、多少の不始末と独断

と偏見が数多く出て会員皆様に大変迷惑を御かけ

しましたが、私なりには満足しております。特に

例会では、庄司SAA会報委員会の皆様、石川親

睦・布施プログラム・秋野出席各委員長さんの特

段の御協力にあずかり、誠にありがとうございま

した。

今月の理事会では理事の皆様の友情で大過なく

議事を決定して戴き、理事の皆様に改めて敬意を

表します。

3年前市川さんから木村屋の菓子折一つで幹事

の指名を受け、多少恨みもしましたが、今となっ

ては大変光栄に思っておりますし、又ロータリー

クラブの13万円の会費がこんなに安いものかとっ

くづくありがたいと思っている次第です。会費が

高いと思っている方は、是非会長か幹事をやった

方が良いと思いますので、希望したら如何でしょ

うか。とにもかくにも、この1年間大変勉強にな

りました。私のこれからの人生には大変役に立っ

ものと確信しております。幹事の任期と共に30年

間勤めた東北量水器株式会社を5月末に退社し、

今月から正式には8月から同じ商売で、ワコウ工

業を設立し独立しました。実は退任あいさつと、

退会あいさつとを考えておりましたが、私の能力

不足で来た、会計と事業報告書が未完なので、あ

と暫く在籍しますので、今後共よろしくお願い申

し上げます。

事務局の斎藤とも子さん、エルサン、会議所の

職員の皆様にも大変お世話になりました。特にと

も子さんには結婚もせず私の為に嫌な顔一つせず

御協力して戴きありがとうございました。来年度

は是非結婚して下さい。期待しております。会員

の皆さん、私同様次年度の佐々木幹事にもよろし

くお願い申し上げ幹事退任のあいさつとします。

どうもありがとうございます。

お二人に心から感謝の言葉を申し上げたいと思

います。

カット　　石井敬三君



会　長　・幹　事　を

ね　ぎ　ら　う　言　葉

お二人に心から感

謝の言葉を申し上げ

たいと思います。

凡そクラブ発展の

要素は委員会活動の

成果であり、その成

否の一因は会長の強

固な理念と指導力に

あることは論を侯た

ないことでありますが、更にはクラブ幹事がベア

リングの役目に徹して両者の間で献身的な奉仕を

することが大切ではなかろうかと思います。

クラブの主権を代表する会長は、ロータリーの

定款や細則を十分に理解した上で、強い自主性を

強調した委員会活動を促がすものであって、卑し

くもR．Ⅰから下ろされた規格品を鵜呑みで売り

さばく、所謂産地直送販売の代理人ではないと思

います。

市川会長は過去の経験を活かして十分に、この

点に配慮され会員の意志を尊重しポリオプラス、

女性会員問題、その他多くの問題を抱える情報委

員会の活動を、各部門のクラブフォーラムの形で

処理を促がし大事な問題点はすべて会員レベルで

討論をし、かなりの理解を納めたことはクラブ創

立以来初めての企てでありました。

市川会長は、年度の初めに一流の会長を目指し

て苦しむより、二流に徹してクラブのために平常

心で力を尽し、併せて自分なりにロータリーライ

フをェンジョイしたいと宣言されました。例会に

於けるスピーチの内容は豊富で、時には文学・歴

史、時には社会・芸術など多彩であり、ウイット

に富んだ話題で人を引き付け、その語りかけは物

静かであり、優雅である反面、強い自信に満ちた

中江　　亮君

ものであったことは会員一同均しく感じているこ

とと思います。徒然草から奥の細道迄、数々の詩

歌や排句を話の引き合いに出したかと思うと、自

作の名句を披露するあたり、結構宣言通りロータ

リーを余裕を持って楽しんで居られた様でありま

した。

このクラブは必要に備えて人材を豊富に温存し

ていると、先輩の口からよく聞きますが、市川会

長、若生幹事は正に30周年記念大事業やIGF等、

多彩で多忙な年度のために取って置いた人材であっ

たかと思います。

特に30周年記念行事の企画・実行にはコンビを

組んで実行委員会をリードし、クラブ内外にその

見事な成果を高く評価された功績は、敬天愛人の

碑と共に永く讃えられるものと信じています。

クラブ運営では意見は遠慮なく言い、時には会

長と意見を異にすることがあっても、あく迄も会

長を立て、決して会長の色があせることはしない

と言った、若生幹事の絶妙なクラブ運営は、会員

一同から信頼と尊敬を集めたことは特筆されるべ

きであり、私たち会員一同、この名会長、名幹事

コンビのご苦労に対し心から深い感謝の意を込め、

盛大な拍手を以て、その労をねぎらいたいと思い

ます。

市川さん、若生さん本当にご苦労様でした。

また、同じく一年間非常にご苦労された、分区

代理の新穂光一郎君と、その補佐をされた分区幹

事の佐藤元信君に対しても同じく盛大な拍手をもっ

て、労をねぎらいたいと思います。どうもありが

とうございました。



⊂亡ライル）

市川輝雄君　一年間ご協力ありがとうござ
いました。また、これからは

本当においしい食事が食べら

れると思って喜んでいます。

若生恒吉君　先程は丁重な労いの言葉、あ
りがとうございました。一年

間どうもありがとうございま

した。

新穂光一郎君　分区代理として一年間、未知
の人間と未知の土地との新し

い出会いをエンジョイさせて

戴き、特に分区幹事の佐藤元

伸君のパーフェクトな友情と

ご協力に感謝して。

笹原桂一君　赤川スポーツランド（株）で

玉城俊一君　の赤川ゴルフ場が6月の22日

笹原信一郎君　竣工式を行ない、23日からオ

飯野準治君　－プンしております。連日
100人以上のプレーヤーが来

場しており、皆様の健康増進

のためにも大いにプレーを楽

しんで下さい。

斎藤　昭君　姉妹クラブ委員長として一年

間大変お世話になりました。

特に30周年記念事業について

は、台中港区或は鹿児島西ク

ラブの応待に皆様の絶大なご

協力を頂きました。

中江　亮君　会員増強の面で一年間皆様の

ご協力を得て、何とかかっこ

うがつけられました。ありが

とうございました。

三浦恒棋君　　6月17日～21日の問、有楽町

朝日アートギャラリーで光陽

会山形支部「ンダンダ展」を

開催、大変好評盛大に挙行す

ることができました。

高橋良士君　次年度の7月からよろしくお

願い申し上げます。

石井敬三君　皆様のご協力により30周年記

念誌が完成できましたことと、
一年間会報に私のカット絵を

載せて戴きまして感謝申し上

げます。

佐藤元伸君　分区代理の新穂光一郎さんに

大変ご指導頂きながら、お蔭

様で分区代理幹事の役を何と

か終わることができました。

松田志郎君　6月13日、山形県法人連合会
にて、鶴岡法人会で永年役員

をしていたということで表彰

を受けました。また、20日に

社員旅行でソウルに行き、益

々韓国が好きになりました。

佐々木詰彦君　来月の初回例会からよろしく
お願いします。会長がスマイ

ルしましたので私も。それか

らロータリアン日記、皆様か

ら切れ目なく原稿を戴き感謝

します。現会員数は3年前に

比べ大幅に増え、91名になっ

ておりますが私が幹事になっ

ても減ることのないようご協

力を。

御橋義諦君　日本軟式庭球連盟から功労賞
を戴きました。6月24日他の

仲間8名が盛大に祝賀会を開

いて貨いました。荘内日報さ

んの取材に感謝。

三浦正志君　　この一年間大変お世話になり

（鶴岡西クラブ）　ました。市川会長及び若生幹

事からずっとお世話になりま

した。話をさせて戴くかわり

にスマイル致します。

佐藤　昇君　今年度クラブ奉仕委員会の方
々に活躍して戴き、会報では

最優秀賞、会員増強では目覚

しい増強をみています。これ

らに感謝して。

秋元順雄君　6月23日の創立記念式典並び
に総合体育館落成式には皆さ

んのご参加を戴き、有難うご

ざいました。私も同日、20年

勤続表彰を受けました。また

原信夫さんらと硬い握手もで

きましたので。

村上龍男君　アシカの仲間でオタリヤとい

うのがいますが、うちの水族



館にオスが一頭いまして、こ

の度四国の屋島からメスを嫁

とりしましたので。

庄司俊治君　　この一年間SAAとして、い

ろいろとご協力戴き有難うご

ざいました。また、　この30

日で荘内日報の紙令が1万5

千号となりました。（S21．

1．1より）会員の皆様より特

集号編集にあたり協賛広告を

戴き、また記念事業として文

化講演会等を開催させて戴き

有難うございました。

村中文章君　　この度、羽黒高校体育館の電

気設備工事をさせて戴き、有

難うございました。

佐藤元伸君　同じく私の方は機械設備関係
をさせて戴きました。先程一

回ですませればよかったので

すが再度。

山口篤之助君　　世界社会奉仕委員会の方から

会員の皆様の事業所のCMを

会報に掲載させて戴きました。

会報委員会と皆様にお礼申し

上げます。

布施隆夫君　　6月8日に全国スバル販売店
の中で占有率第1位の表彰を

受けました。皆様のご支援に

感謝致します。また6月9日

宝田に新中古車センターを開

設。更にこの一年間プログラ

ム委員長として大変お世話に

なり、有難うございました。

矢口良行君　羽黒高校に23日招待を受けた

折、講師の小川先生は昔の恩

師で、27年振りに会いました。

昔授業を受けた成績が「優」

でありましたので。

川上栄樹君　一年間、ソングリーダーをさ

せて戴き、ありがとうござい

ました。

秋野昭三君　一年間、ご協力ありがとうご

ざいました。

石川寿男君　最終例会に花を添えるが如き

すぼらしいスマイルありがと

ございました。

（ビジ　タ　ー）

三浦正志君　（鶴岡西R．C）

※　この後、年度最終例会としての懇親会を親睦

委員長石川寿男君の開宴挨拶、直前会長吉野

勲君の乾杯発声により開催。
一年間の反省と次年度での友情並びに親睦を

期して楽しく歓談後ロータリーソング「手に

手つないで」を全員で合唱後20：30閉会し

た。

ヽ＿／
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