
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
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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
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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，＿


