
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
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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）
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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－
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