
（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。
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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
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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、
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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
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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
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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


