
（会長報告）
市川輝雄君

0空梅雨かと思わせては降り、いっかまた晴れる五

月雨の頃となりました。そぼ降る朝などあじさい

の花芽が初々しく濡れている風情もよいものです。
。春おそい頃、リンゴの樹に白い花が咲くと、私が

いっも藤村の「初恋」の詩を思い出します。

まだあげ初めし前髪の

林檎のもとに見えし時

前にさしたる花櫛の

花ある君と思ひけり
018日の月曜日小学校時代クラス会を開きました。

還暦を記念し羽黒山でご祈祷をしてもらい、由良

で祝宴をというコースでしたが45名も集まり盛

会でした。高度成長時代をわき目もふらず生き抜

いてきた昭和1桁前半の世代であります。宴が盛

り上がってくると、人生楽しむべし、その為には

健康第－といいながら立て続けに盃を重ねる人、

君は僕の初恋の人だったと半世暮己ぶりに告白する

ロマンチスト、或いは波瀾万丈人生劇場型の好漢

などもいて、灰色の青春時代を忘れたかのような

勢いでした。そしてまだまだ人生これから今が後

期の青春時代なのだとの結論に達したようです。
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ロータリアン日記　〇月〇日

敬天愛人（記念碑）製作にあたって
今は亡き小松広穂大先輩より、例会の席にて

「当クラブも30周年を迎えるので、何か作りた
いとのことで、一つ協力してくれないか」とい

う話でした。その時、「どういう物を作るので
しょう」と、私がお尋ねしたところ、石で永久
に残るものを作りたいとのことでした。が、そ
のお話があった3日後、突然に帰らぬ人となっ

た訳でございます。それ以来、記念碑の話は、

賀　一応、中断した訳ですが、その後、風間新委員

英の詩人カーペンターは「君よ初恋を思うべし。」

といっています。眼を閉じて初恋を思うとき、ふ

つふつと胸にたぎるもの、時にホロ苦く、時に甘

酸っぱく心にしみるのを感ずる人こそ真に人生経

験の豊かな人といえるでしょう。年齢を超越し、

精神面に若さと情熱を保つことが長寿の秘訣であ

ろうかと存じます。
0本日恒例により当クラブの名誉会員である、斎藤

第六市長をお迎えしています。会長をしてみてわ

がロータリークラブと市当局とが、いかに密接に

関わっているかよく分かりました。極言すれば、

市政に対する関心度はロータリーに対する関心度

に比例するものであると言えましょう。今日のお

話を心してききたいと存じます。

（幹事報告）
書生恒吉君

0例会変更

・八幡RC　6月28日（水）の当クラブの最終

例会は社会奉仕の一端として鳥海高原家族旅

行村の清掃のために6月28日12時点鐘

場　所　鳥海高原家族旅行村売店前

登録料　1，500円
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設計は、佐藤昇さんから、南州翁の書にピッタ
リの設計をしていただき、完成を見る事ができ

ました。私も、いろいろの記念碑を手がけてき
ましたが、あんなに大きい字体を刻字したのは、

初めての経験で、一生涯忘れる事のできない仕

事をさせていただきました。素材は、基礎石、
中国産白御影石、碑石、台石は福島産、添石は、

蒜諾至宝芸t完芸㌣怠毒讐慧言誓警鋸
できました。ロータリー精神で、奉仕の心をす昌

ることができたと思う。　　　　　　　　　　　9

呂　長さんに変わり、この話が再び進行した訳です。　　　　　　　　　鈴木茂男　呂
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7月5日（水）の例会は初顔合わせの為に

日　時　　7月5日　6時30分点鐘

場　所　　観音寺栄町公会堂

登録料　　4，000円

・余目RC　6月30日の例会は最終例会の為

日　時　　6月30日　6時30分点鐘

場　所　センチェリープラザ和心

登録料　　3，000円

・酒田RC　6月28日の例会は最終例会の為に

日　時　　6月28日　6時30分点鐘

場　所　六　　助

登録料　5，000円

・鶴岡東RC　6月28日は最終例会の為に

日　時　　6月訪日　点鐘6時30分

（ゲストスピーチ）

場　所　　ホテル五番館

登録料　5，000円

。鶴岡市社会福祉協議会より

上海市聾唖者芸術団鶴岡公演会のチケットを販

売しております。

7月29日（土）5時30分開場　大人1，000円

必要な方は事務局まで申し込んで下さい。
。寒河江さくらんぼRCより創立総会への参加の礼

状が到着しております。
0来週の例会は点鐘6時30分　5階ホールバイキン

グ料理飲酒例会となります。

財団寄附　￥8，198円

庄　内　と　鶴

本日は、R．C．例

会にお招き頂き、大

変貴重な時間を、鶴

岡市政の最近の情勢

等について報告する

機会を与えて頂き、

大変有難く、御礼申

し上げます。

市川会長さんから、

ご丁重なご紹介を頂

きましたが、今年はロータリー創立30周年という、

お目出たい記念すべき年に当たり、鶴岡市とは縁

故の深い西郷南洲先生の敬天愛人の碑を、建立さ

れ、これを鶴岡市にご寄贈頂きました由あらため

て厚く御礼申しあげます。市としましては、これ

を大事に保存致し、後世に西郷南洲翁の遺徳を伝

えていきたいと考えている次第です。本当に有難

うございます。

時間の都合もあり、かいっまんで、最近の市政

の主だったことをご報告致します。
＼庄内空港については、最近の新聞でも報じられ

ているように、工事は極めて、順調に進んでおり

ます。平成4年4月の開港予定ですが、工事自体

は、平成3年度中にはできるのではないかと思わ

岡　市　政　－

鶴岡市長　斎藤第六氏

れます。今年の事業を消化しますと、大体、土木

工事の85％消化するという現状です。残された問

題は、ターミナルビルの建設問題があります。昨

日の荘内日報にも報じられましたが、21日から開

催の県議会で、県の方からターミナルビル構想に

ついて、お話されるという様に承っております。

いずれにしても第三セクター方式での株式会社

で建設をし、これを運営していく方針の様に承っ

ております。詳細はまだ私共も聞いておりません

ので、この程度にさせていただきます。

月山ダムの事業も最近は急速に事業が進捗して

おり、昭和63年度から堰堤の本体工事にかかって

おりますが、現在は掘削専門で、基礎になる部分

の掘削をやっており、又ダムになった場合に土砂

の崩壊するような箇所の手当等周辺の整備、更に

は112号国道のつけかえトンネル2本を整備して

おります。本年度の予算は、118億という多額の

予算をっけて頂き、これも急速に事業が進むので

はないかと期待しております。

横断自動草道酒田線については昨年の10月5日

に路線が発表され、11月1日鶴岡に、道路公団の

仙台建設局の出先である鶴岡工事事務所を設置し、

鋭意作業を進めており、今年度の秋には大体測量

が了って、地権者の方々に、どこまでかかるとい



うような説明をし、いよいよ用地買収ということ

に進むわけで、これもまずまず順調に工事が進ん

でおります。日本海沿岸高速自動車道の促進につ

いては、我々庄内としても官民あげて、実現に努

力しておりますが、とりわけ青年会議所の方々が

沿線青年会議所と手をっないで、この促進に努力

頂いております。昨年は、第1回鶴岡市で、日本

海夕陽ラインシンポジウムを、大々的に開き、気

勢をあげて頂きましたし、今年は村上市で、各青

年会議所の方々が集まり、建設省始め関係者を大

勢お招きし、促進のためのシンポジウムを開いて

頂きました。我々自治体としても、鋭意とり進め

ており、今年の1月審議会において、新潟市から

村上市までの50km区間が、所謂予定路線から基本

計画路線に指定され、又秋田県の秋田本荘間40km

更にその北20km南北あわせて60kmの区間が基本計

画路線に指定され、具体的に色々調査を始めるわ

けです。一応の調査が了りますと、政治計画路線

に格上げされ着工という段取りになりますが、ま

ずその第一歩を踏み出しました。

庄内側は一生懸命今迄運動しているが何故今回

指定されないのかというご指摘が新聞でもありま

した。これは途中省略をして庄内からだけかかる

わけにはいかないためで、道路はやはり、新潟か

ら北上してくるのが順序だと理解していますし、

庄内は現在、横断自動車道で整備する鶴岡酒田間

（酒田の広野から更に12km延進）は、完成の暁に

は、日本海沿岸国道と併用になる区間であります

から、今横断道路を進めることは、とりもなおさ

ず日本海沿岸道路の事業であるという意味をもっ

ものですから、庄内だけが取り残されたと言う事

ではなしに、ご理解を頂き、ご協力をお願いした

いと思います。

次に鶴岡市の行政につき、昨年やったこと、今

進めていることを、かいっまんで申しあげます。

銀座商店街の活性化事業は、両側家屋を切り取

りまして、その分歩道を広げアケードをっくると

いう事業をやっており、第三街区が63年度で了り、

隣の第四街区を平成元年度事業として実施します。

本年以降は第－、第二街区をやりますが、地元も、

早期実施の声が強くなっており、一、二街区は単

年度で、来年できるようにしたいと今検討してい

ます。地域のご協力を頂き、お陰で、大変立派な

商店街になっておりますが、今度は大勢の人が集

まったり、休憩できるような施設、コミよこティ

プラザを市役所で建設すべく準備を進めています。

現在基本計画がようやくでき、これから実施計画

をつくる段階ですが、市民の方々に喜んで頂ける

様な公設の施設を造らせて頂きたいと考えており

ますのでご協力をお願いします。

鶴岡市は色々のモデル事業に指定頂いておりま

す。
一番最初に指定を受けたのが、花と緑の都市モ

デル事業。これ昭和60年度に指定を受け、以来事

業を行い、平成元年度でこの仕事は全部終わりで

す。市役所前の通り、旧図書館から致道博物館の

間の整備、やすらぎの広場、タブの木のところの

ポケットパークそして最後に内川の川端沿いに道

路を今整備しており、事業が終了します。

今度、これからやろうとしているのは、内川の

整備であり、鶴園橋から昭和町までの間、所謂市

街地の中心部といわれる所を綺麗に環境を整えよ

うと、今建設省に指定を頂いております。この川

はご案内の通り、県の河川の管理する川ですから

事業そのものは県でやって頂くということになっ

ています。どういう整備をやるかについては、昨

年秋以来審議会をつくり、色々審議をして頂きま

した。やはり鶴岡の内川の面影というものは、無

くしてはならないという意見が圧倒的であり、川

幅は、現状のままで、両側の石垣等を椅麓に直そ

う、更には、大泉橋（俗称眼鏡橋）を、交通の要

衝でもあり、橋を広げ、交通がスムースに行く様、

大改革が行われる予定であります。もう一つ、今

の800m区間には、これからの維持管理の為に川

沿いに道路をつけなければなりませんので、大変

迷惑をおかけすることになりますが、現在川端に

営業中の商店、飲食店さんには移転をお願いする

ことになります。これから県と市と一緒になって、

沿線の皆様方のご理解ご協力を得る為の努力をし

ていかなければならないと考えていますが、一応

は、計画策定委員会も終わりまして、構想が漸く

出来上がった段階です。

環境形成モデル事業の指定は建設省から頂いて

おり、今審議会で審議をしております。平たく言

うと鶴岡市は非常に長い伝統のある城下町である

という歴史的な事を後世にも残していくべきだと

いう考え方にたち、今残っている物を大事に保存

することは勿論、鶴岡らしさをだす為には、どう

いうことをやればよいかを調査して頂いているも

のです。鶴岡公園は鶴岡の象徴でありますから、



この整備も加えてもらいたいと注文しているわけ

です。まだ何と何をやるかは決まりませんが内川

の整備、花と緑のモデルで一部実施の公園の整備

等をし、今までやった事業とのつながりをつけ、

将来に残る鶴岡らしさを形成していきたいと、こ

れから5～6年かかるが、環境形成モデル事業を

やっていきたいと思っています。

自治省でやっております、リーディングプロジェ

クト事業は、所謂目玉事業です。全国の市町村で、

これからの地域発展のために基礎となるような事

業を一つださせ、その中からなる程これなら良い

だろうと思われるものが選抜される事業です。非

常に幅のあるもので、従来のいき方とは全く適う、

各市町村の発想に基づいてその地域に適したもの

を何か採り上げてやろうということで、リーディ

ングプロジェクト事業というものがやられていま

す。

鶴岡市では、国際交流基盤整備事業と言うもの

を採択してもらいたいと要望してきたところ、お

陰で採択になり、国際交流部門では、鶴岡と長野

県松本市の二つだけであります。これには、昭和

35年、あまり国際交流等やっていない時代に、ア

メリカのニューズウィックとの姉妹都市提携をや

り、その後の交流も非常に円滑であるとか、我々

公共団体がお世話しなくとも民間主導で国際青年

祭等留学生をたくさんお招きして既に4回も実施、

25カ国120～130名の方々が参加し、庄内一円で国

際交流をしている実績が認められ指定されました。

これも今、基本計画を策定中です。一番柱になり

ますのが、交流センターをっくり外国から様々な

方が来ますけれども、そういう方々をお世話する
一つの拠点にし、急速にふえてきている国際交流

に関心のあるボランティアの方の集まる場所とし

て、また、特に若い方の英語の勉強の場所の提供

等、輪を更に広げていきたいと思います。もう一

つ大きなことは、鶴岡には、山口さんご夫妻が所

有のアマゾン資料2万数千点があり、これを有効

に活用しなければなりません。山口先生も希望さ

れていますので、市がそういう資料館をつくり、
一般に公開するという基本的な考えで、センター

と資料館を一緒に併設するというか兼ね備えた施

設をと考え基本計画を立てているところです。こ

れも5～6年かかる事業ですが、そういう新しい

仕事をやろうとしているわけです。

鶴岡にも市民ゴルフ場が完成しました。明後日

22日がオープンですが、国の河川敷、川の敷地を

無償で借りて、ゴルフ場を造ったものです。面積

は約17ヘクタール。赤川スポーツランド（株）と

いう市も出資した第三セクターの株式会社をつく

り、同社が造成し、施設は市にご寄付頂き、同社

は運営の一切をすると言う段取りで、オープンに

こぎつけました。市民の皆さんの関心も高いよう

で、せっかく出来たゴルフ場ですから大勢の方々

に利用願いたいと念願しております。

市民プールもいよいよ7月1日にはオープンし

ます。この新室内プールは縦50m横25mと縦横ど

ちらでも使え両方公認になっております。

水泳連盟から財政的にも大変など協力を頂き、

全部で8億5千万程度の予算を投入し、2年がか

りで、漸く工事が完成するという段階です。おそ

らく、この規模のプールは東北では一番整ったも

のになると言われていますが、これを利用し、鶴

岡の水泳の一層の普及を図って行きたいと思って

います。

最後に体育館。国体に備えて、どうしても必要

な総合体育館を63年～平成2年度末には造りたい

と今工事を小真木原の一隅に進めております。こ

れを使って相撲競技をやろうとしているわけです

が、21億円余りと多額にかかる為、とても単年度

では出来ず、3年がかりでやろうとしています。

完成すればどこに較べても恥かしくないものがで

きるであろうと考えています。

以上申しあげましたように色々の新しい仕事を

背伸びしながら採り上げていますのは、21世紀に

向けて、更には庄内空港の開港に向けて、鶴岡も

活力をつけなければならず、その土台になるもの

を今のうちにやっておかなければ立ち遅れてしま

うのではないかとの考え方から、多少無理はして

いますけれども、地元国会議員の全面的など協力

を頂いて近代的な都市に鶴岡も脱皮しようとして

いるとご理解をお願いしたいと思います。

大変貴重な時間を頂きましたが、とりとめのな

いことを申し上げまして恐縮しております。どう

ぞ宜しくお願い致します。

（委員会報告）

（職業奉仕委員会）
委員長　佐藤　　衛君

先日の理事会で御承認を頂きました、当初の括



動計画に基づき、優良従業員の表彰を行います。

今日は長年、私共のクラブ会報を印刷しておりま

す、富士印刷さんの阿部昭八さんを例会にお招き

しております。

阿部さんは勤続38年、現在も工場長として勤務

し、職務に大変忠実で常に他の模範となる人とお

聞きしております。市川会長より表彰状と記念品

をおくり、事業主であります嶺岸君より簡単な挨

拶をお倣いしたいと思います。

表　　彰　　状

阿部昭八殿

貴方は、長い間富

士印刷株式会社に勤

務され、豊かな経験
と、秀れた手腕とを

もって、企業の発展

育成に大きな功績を

残されました。又、

貴方の真面目な勤務

態度や旺盛な研究意

欲は、非常に立派であり、他の模範とするところ

なので、ここに記念品を贈呈し表彰いたします。

平成元年　6月20日

鶴岡ロータリークラブ会長　市川輝雄

答　礼

嶺岸線三君
沢山の事業所に沢山の優秀な技術者がいらっしゃ

る中で、我が社の阿部が選ばれましたことは、大

変光栄であり、厚く御礼申し上げます。

先程、佐藤委員長から紹介頂きました通り、阿

部は、富士印刷株式会社の工場長であります。我

が社にはなくてはならない存在になっています。

昭和26年（私が生まれた年なのですが）印刷機

械工として入社されました。当時は、所謂、職人

と言われるタイプの従業員がたくさん居まして、

そういう意味で、大変色々と苦労したと言う話を

聞いています。

以来38年、今では阿部工場長が職人肌と呼ばれ

る我が社で唯一の存在になってしまったという感

があります。今回の受賞を機にますます、古き良

き時代の伝統を、我が社に根付かせていってくれ

ればと期待してます。本日は、どうもありがとう

ございました。

（次年度社会奉仕委員会）

次年度委員長　斎藤　　昭君

初仕事になるわけですが、内川清掃奉仕作業の

案内がきております。昨年も日曜日でありました

が、7月2日（日）実施とのことで、詳細につい

ては、6月22日（木）打ち合わせ会がありますの

で、終了後、皆さんにご案内を申し上げます。昨

年の状況をみますと、午前6時からということで

ありますし、更に朝食を中国飯店さんにお願い致

しまして、朝粥を準備致しますので、大勢の方が

ふるって参加するようお願い申し上げます。

詳しくは6月27日ご報告申し上げます。

（新入会員紹介）
丹下誠四郎君

氏　　名　　高　橋　　登　君

生年月日　　昭和24年6月20日

自　　宅　酒田市吉田伊勢塚

職　　業　J．T．B．日本交通公社

鶴岡支店長

家　　族　妻　　噸　様　S．26．6．13

長男　　大　様　S．52．10．2

長女　琴　様　S．57．2．19

母　富　子様　T．14．12．1

略　　歴　酒田東高校卒業

趣味・特技　スポーツ

（新会員挨拶）
高橋　萱君
JTB松津支店長

時代から、ずっと可

愛がって頂きまして

有難うございます。

松津支店長の後任で

はありますが、鶴岡

支店には13年ほど勤

務しております。振

り出しは東京で、5

年ほど勤務の後、酒田へ転勤になり、又13年前に

当地に赴任し、現在に至っております。

何かと未熟者で、色々わからない面が多いと思

いますので、諸先輩方のお教えを頂きながら、又

ロータリーの精神に基づいて頑張っていきますの

で宜しくお願い致します。



（新入会員紹介）
秋野　　忠君

氏　　名　　萩　原　　　晋　君

生年月日　　昭和22年2月10日

自　　宅　　鶴岡市本町2丁目3－32

職　　業　㈲みづは産業　代表取締役社長

家　族　妻　眞　理様　S．26．7．20

長女　和　歌様
長男　拓　哉様
父　　　垂　様

兄　　　徹　様

略　　歴　　中央大学卒業

趣味・特技　音楽・球技・ゴルフ

（新会員挨鱒）
荻原　　晋君

伝統と歴史のある

R．Cに入会させて頂

き厚く感謝の意を表

したいと思います。

私の勤務先が、先

程丹下さんから推薦
のありました、高橋

君の交通公社の筋向
いという位置にあり

まして、近所同志同じ日に入会ということで、常

に会っているわけですが、又一つここで縁が出来

たようなそういう気持ちです。

私自身がまだ未熟な者でございますので、諸先

輩方のご指導の元に、立派な社会人としてやって

いけるように、ご指導ご鞭樋の程をお厭いして私

の挨拶にかえさせていただきます。

（ス　マイ　ル）

●●●胴β屈児等CORⅣ五月

石川寿男君　　第33回鶴岡市母の日記念美術

展で、第5小学校4年生の孫

が鶴岡市社会福祉協議会長で

ある斎藤鶴岡市長に表彰され

ました

村中文章君　　6／17の第16匝l鶴岡商工会議

所役員議員親睦ゴルフ大会に

おいて“雨・風の天候”にも

恵まれたせいか、何を誤った

のか優勝をしてしまいました。

昨年皆川さんの店から買った

クラブがやっと働いてくれま

した。

佐藤孝二郎君　　30周年記念時には大勢お邪魔

（余目R．C）　　してご馳走様でした。

私の方は来年20周年記念を5

月5日にやりますので宜しく。

253地区、地区委員を今年や

ることになりましたので、ご

協力お願いします。

映画「226」宜しく。

（ビ　ジ　タ　ー）

佐　藤　孝二郎君　（余　目R．C）

佐　藤　　　意様　（鶴岡東R．C）

＝＝＝映画紹介「226」＝＝＝

昭和11年2月26日は、その朝、雪であった。
一瞬、鋭い稲妻のこどく日本の頭上をよぎり、そ

しで軍春のあわ雪のことく消えた“2・26事件”…。

6月17日～　鶴岡座で上映

酒田・鶴岡一東京渋谷。
定期高速パス

ゆったクした座席で

炭厨9時厨の靡。

日本海ハイウェイ夕陽／ミルキーウェイのお問い合わせは

ト庄内交通高遠パス予約センター‥・℡鶴岡（0235）24－7600

℡酒田（0234）24－7600

ト東急高速ノヾス座席センター………℡東京（03）410－0211

お蔭様で庄内で43年目を
迎えました．グ

今後とも　よろしくお願いします／

同和火災　鶴岡支社

〒997　　鶴岡市文国町1－99

TEL　　0235（22）1012

FAX O235（24）8192

▲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－
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