
〔‾‾‾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
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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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