
（会長報告）
市川輝雄君

「月日は百代の過客にして

行きかふ年もまた旅人なり」

ことしは松雄芭蕉の「奥の細道」紀行から300

年に当ります。

門人の曽良を伴って江戸を出発したのは元禄2年

の3月27日で、今の暦でいえば5月16日でありま

した。その全日程の4分の1を県内で過していま

すが、生れた句の優劣はどうであれ、芭蕉にとっ

て旅のハイライトは、出羽三山ではなかったかと

いう気がします。当時の出羽三山は、みちのくの

霊山として天下に鳴りひびいていたし、一つの旅

の折返し地点みたいな、ほっとした気分が感じら

れます。

また羽黒山で詠んだ句の

「涼しさや　ほの三日月の　羽黒山」

月山の

「雲の峰　いくつ崩れて　月の山」

ロータリアン日記　〇月〇日
変　　遷

最近家の近辺が目まぐるしく変ってきた。昔、
伊勢横内の部落は、ゆりかごから墓場まで市民
がお世話になっている所である。いわゆる水源
地から汲み上げられた水で産湯につかり、そし
て生命が尽きた時、火葬場で焼かれると云うふ
うに水源地と火葬場で象徴されてきた。ところ
が国道112号東バイパスが開通以来、道路添い
には店舗が立並び中にはパチンコ店の進出が目
覚しく、現在4店で競合している。夜にはネオ
ンが光輝いて、田に水を張ってある時など一面
が鏡と化し上下のシンメトリーも鮮やかに夜を

彩っている。また、40mものポールが30数本立
0
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湯殿山の

「語られぬ　決をぬらす　湯殿かな」

などにも三幅対の関連性がみられるのも面白いと

思います。

2446段の石段を登った芭蕉が、平将門建立と伝え

られる五重の塔あたりで、実は羽黒大権現の化身

（けしん）である、大天狗と出会ったというかく

れ話もつい信じたくなります。

0日本中こうした歴史観光ブームで、各地でいろい

ろイベントが行われているのですが、来春からは

NHKの大河ドラマで司馬遼太郎の小説「翔ぶが

如く」が放映されるそうです。舞台となる鹿児島

市では、“地元PRのチャンス，，と観光宣伝対策

に乗り出しているとのこと、ヒロインの西郷南洲

と大久保利道が一躍スポットライトを浴びる事で

しょう。

。石黒慶之助会員のご母堂が95才のご高齢で永艦さ

れたとの訃報を聞きました。冷厳に躊曙せずやっ

てくる人の死は、長寿、短命にかかわりなく残さ
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並ぶゴルフ練習場が出来た。高さが、高さだけ
に部落のシンボルでもあるかのように日立っ。　9
しかし屋根の上から見えた自然の大パノラマが

分断された。寂しさも隠し切れない昨今である
が、現在は昔とは違って娯楽とレジャーで象徴
されるようになった。それと昨今は伊勢横内土
地区画整理組合も設立され昭和63年度から5ケ
年計画で実施される。26．5haの土地を取り扱う
組合は全国でも珍しい事であると云う事で、い
ろんな新聞に記載された。この組合は農家の人
が中心である故に田畑が宅地に変わる不安と期
待が行き交う毎日である。

阿部信矢

○⊂〉○⊂）○⊂）○⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂〉○⊂）○⊂）○⊂IO⊂〉○⊂〉○⊂〉0⊂〉○⊂〉0CI000⊂）○⊂〉○⊂〉○⊂）



れた者を嘆き悲しませます。芭蕉が行く雲に人生

の姿を見出したように私達もまた明日も知れない

旅人なのであります。

「人も旅人　われも旅人　春惜しむ」（青郷）

（本日、会長代行　佐藤　昇君）

（軍事報革〕
若生恒吉君

。例会変更のお知らせ

・酒田R．C．　6月7日（水）の例会は酒田

3クラブ合同例会のため

日　時　　6月8日（木）12時　点鐘

場　所　　ホテルリッチ酒田

登録料　1，500円

講　師　山形県出納局長（前庄内空港高

速対策室長）板垣　義次氏
・鶴岡西R．C．6月9日（金）の例会は座禅

例会のため

日　時　　6月9日（金）午前6：30　点鐘

場　所　善　宝　寺

登録料　1，500円

6月30日（金）の例会は最終

例会のため

日　時　　6月30日（金）午後6：30　点鐘

場　所　湯野浜　竹屋ホテル

登録料　5，000円

。会報到着

・酒田東R．C．

（回覧中）

（本日、幹事代行　佐々木崇彦君

（車重スピ＿‾≒享）

世界大会に参加して

藤川享胤君

本来は松田さんが報告するところ、御用という

ことで、私が代役を務めま

す。鶴岡3クラブから14名、

当クラブからは松田、松沢、

藤川が参加致しました。私、

国際大会は初めての経験で、

すごい人でありまして世界

大会のセレモニーを2回に分けて行いました。日

本からは、1万人強の参加があり、大会を盛り上

げるのに一役かっておりました。

ロイス・アピー会長が今年1年の活動を3点報告

しました。①ポリオプラス計画が順調に世界で取

り組まれていること　②コロンビアの火山災害に

対する物心両面の援助　③アジアの開発途上国で

文盲率の高い国へ本等を援助。その後ロイス・ア

ピー会長の家族の紹介がございました。

私は韓国は初めてで、印象はと聞かれますと近

くて、遠い国だなと思いました。といいますのは、

本音の部分では日本人に非常に冷たいということ

だと思います。それは、やはり過去において日本

が韓国において相当ひどいことをしたという事実

が存在する。私達が歴史の勉強の中で聞かされて

いないことを、韓国の若い人達が教育されている

ということ。それから生れるハンディキャップと

いうものが大きいことを痛切に感じました。今日

経済大国となった日本が札ビラを切ったような行

動をとることが、どれだけ韓国の人達の神経を逆

なでしているか考えない訳にはいかなかったので

あります。私達は台中港区と姉妹提携をしており

ますが、韓国のクラブと姉妹関係にあるクラブは

なかなかないので、これからは、そうゆうような

所を通して、地道に、本当の意味での国際交流を

していかなければならないのではないかと松田理

事も私も感じた訳であります。鶴岡クラブでこれ

からそういった方面でコンタクトを取っていく必

要があるのではないかと思います。最後に私達は、

ロータリアンとして恥かしくない行動をとってき

たことを報告して話を終わります。



（連木重点感杏つ
秋元噸雄君

氏　名　書田川　博せ君

生年月日　　昭和18年12月2日

自　　宅　鶴岡市美原町12－44

職　業　出羽三山神社　林政部長

家　族　妻　歌代子様　　S22．2．20生

長男　仁　史様　　S47．4．12生

長女　絵　美様　　S48．11．21生

次男　卓　史様　　S56．3．12生

略　歴　国学院大学卒業

趣味・特技　ウインタースポーツ

工作、登山、土いじり

（‾議会鼻挨拶）
喜田川博也君

ぜんぜん検討がっきませ

んので、ご指導、ご鞭経を

お願いいたします。私は、

昭和45年から羽黒にお世話

になり、その後鶴岡に引越

して羽黒に通っております。

神社の方では、境内、建物、山林の管理をしてい

ます。神主としては、政、鎮魂などの神道行法を

主に担当しております。どうぞよろしくお願い致

します。

（ス　マイ　ル）

佐々木滋彦君　無事幹事代行が務まりますよ

う皆様のご協力をお願いしス

マイル致します。

佐藤　忠君　株主総会が無事終わりました。

また、先週の水曜日住友生命

さんのコンペで優勝しました

ので。

松沢圭一君　　ソウルの国際大会から無事帰

って参りました。私、今日を

持ちまして当クラブを退会さ

せて頂きます。後任の高橋を

よろしくお願い致します。長

い間有難うございました。

矢口良行君　天神祭りのイベント「カラオ

ケ大会」好評のうちに終わら

せて頂きました。

早坂徳治君　25日の天神祭り、毎年スタン

プの関係で引張り出されます。

参加15チーム中3位に入賞し

ました。市川会長のアイデア

でやらせてもらっています。

来年も出ることになるでしょ

うからよろしくお願いします。

山口篤之助君　私も25日の天神祭り、俳句は

詠みませんが松尾芭蕉にふん

し上位入賞をしました。

中江　亮君　書田川さんの入会おめでとう

ございます。これで当クラブ

は90名に達し、リクルート捜

査ではありませんが、これで

今年度のクラブ増強の活動を

終了させて頂きます。

日向一男君　先日鶴岡ゴルフガーデンの照

明設備完成致しました。明る

過ぎて近所の牛が眠れないと

いう苦情も、牛ならぬうまく

解決致しました。

会報の事で、先日建設省の方

のゲストスピーチ、録音テー

プの具合が悪く、仕事を3日

休んで頑張ったのですがうま

くいきませんでした。正確を

さすものなのでいい加減なこ

とは書けず、本人に連絡した

ところ資料をお渡ししてある



ので会報には載せなくともよ

いという了解を頂きましたの

で今回は申し訳ありませんが

割愛させて頂きました。

石川寿男君　　5月の最終例会大勢の皆様に

スマイル頂き有難うございま

した。感謝をこめて私もスマ

イル致します

（委畠会報告）

（社会奉仕委員会）
山口蔦之助君

ポリオプラスの寄付、会報に載せる事業所のC

Mにご協力頂きまして有難うございました。会報

も今年度はあと5回程でございます。新しく入会

された方、是非この機会に事業所などの紹介にご

利用して下さい。原稿に2千円を添えて事務局へ

申込んでいただければ幸いです。

本日、委員のNHK局長のご努力によりまして、
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地域開発に奉仕する

総合建設業

窒歪佐藤工務店
代表取締役　佐　藤　友　吉

鶴岡市東新京町7－61
℡24－1133㈹

NHK本部よりビデオを取寄せて頂きました。題

は「ユニセフ大使黒柳徹子さんの見たアフリカ

飢えとたたかう子どもたち」（内容；世界で4人

目のユニセフ（国連児童基金）親善大使に任命さ

れた、黒柳さんがタンザニアを訪れた。千ぱっの

ため飢えと病気に悩む現地の子供たちの生活やユ

ニセフの救援活動を紹介し、アフリカの厳しい現

実を訴える。）アフリカ、東南アジアでは、病気、

飢餓、貧困が、まだまだ多く存在しています。私

達はもう一度状況を再認識するためにご時間を頂

きたいと思います。

（ピ＿ジタ　ー）

・温海R．C．　本間儀左二門君

・鶴岡西R．C．中　村　統　君
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次代を読む
堅実な施工とすぐれた技術で奉仕する

東北電気工事株式会社
取締役山形支社長　主　藤　　　達

鶴岡営業所長　村　中　文　章

山形支社／山形市大野目三丁目5－7　℡（0236）32－3131㈹

朝拘営業所／鶴岡市泉町5－46　　　　℡（0235）22－2820㈹
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照明計画もインテリアの一部ですク

電気設備／設計・計画・監理

ヒナタ設備設計事務所
日　向　一　男

鶴岡市三光町13－8
TEL・FAX　2378621

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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