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○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
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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
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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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（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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