
第253地区鶉周ロータリークラブ第1515回例会会報1989（平1・7・11）（天候雨）

例会場　鶴岡市馬場町　産業会館5階ホール　　例会日　毎過火曜日　午後12：30～1＝30

出席報告：会員87名　出席66名　出席率79．17％　前回出席率83．56％　修正出席数77名　確定出席率90．41％

（会長報告）
高橋良士君

会員、塩田（張）紹淵先生は去る7月4日午後

11時16分、療養中の荘内病院におきまして直腸癌

のため75才の生涯をおえられました。ありし日の

御元気なあの温顔を恩いうかべますと、クラブに

とりまして大きな灯火が一つ消え去ったとの感が

深く、誠に哀惜の念を禁じえないところで御座居

ます。

7月8日の告別式には当クラブ会員も多数参列

され、クラブより御香典、生花をお供えしまして、

私がクラブを代表し弔辞を読んで参りました。

張先生は、昭和16年、日本医科大学を卒業され、

かつて東京駅々頭で狙撃された、時の総理浜口雄

幸を救命した外科学会の泰斗塩田広重博士の門下

に入られ腹部外科の研鏡をっまれたのであります。

昭和23年、現在地に開業され、山形県で開業医と

しては初めて胃の手術をされ一躍脚光を浴びた事

は周知の如くで御座居ます。

又、手術症例を国内はもとより、国際学会（ニュ

ーヨーク、ミュンヘン）でも発表されるなど異色

の開業医でも御座居ました。

ロータリー活動におきましては、先生は創立間

もない鶴岡クラブに入会され、昭和40年には7代

目会長、その後庄内分区代理、国際奉仕部門の地

区役員として実に精力的に活動され、逸材の多い

名門鶴岡クラブに“ドクター張あり”と地区ロー

タリアンをしていわしめた程で御座居ます。

昭和58年には先生の数々の業績と財団への高額

寄付によりロータリーの最高栄誉とされておりま

す特別表彰を授与されました。この際、先生は御

礼の言葉として「私は山大名誉教授、安斉先生か

ら御指導をいただき、ロータリーを学び、ロータ

リーから人生を教えられロータリーライフをエン

ジョイすることができました」と挨拶しておられ

ます。

先生がこよなく愛されたロータリーの本年度のテー

マは奇しくも先生が常に申されていたロータリー

ライフをェンジョイしよう、EnjoyRotaryで御

座居ます。

、　　　　．　　∴二　　一　‥・・　　　　　・

いで見ていたように思う0だが今年は違う0藤菅

田監督の選手起用の的中、新加入の中尾が、外薯

角だけの山倉と違う強気の配球で斉藤、槙原を費

二二二二二
前でうまいど‾ルが飲めそうだ0　　　　薯

、望折口ホ「ムラン、…こ抽－……　　ェシカイライフ・、一

萱今年の強い巨人　園部実
費　私は昨年に較べ、野球のナイタ‾中継を見る三三二二二

L　′、′′　＿・．・．　．

よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの腐蘭や理解と美虜を－



先生の御偉業を称え、御冥福を心からお祈りい

たしたいと存じます。尚、告別式に際しまして御

協力いただきましたSAA並びに事務局の斎藤と

も子さんには深く感謝を申し上げる次第で御座居

ます。

次に、4月より3カ月間、交換学生アーレン・

マッキーのホストファミリーをされました塚原国

際奉仕委員長は次のホストファミリー藤川さんに

7月9日バトンタッチされました。塚原先生、特

に奥様には大変御苦労をおかけいたしました。会

員皆様と共に感謝申し上げたいと存じます。又、

藤川さん御一家にはこれから3カ月間御世話にな

りますが、会員皆様方も土、日の御家族団らんに

アーレンを加えていただく様、何卒御協力賜りた

く存じます。

なお、新年度に際しまして先週（水）東RC、

（金）西RCに幹事とともにメークして参りまし

た。

三㌦あ　い　さ　つ

故：塩田（張）紹淵氏夫人　塩田秀子様

永い問お世話になり、

また葬儀の際は会員の

皆様に本当にお世話に

なり有難うございまし

た。主人は心行くまで

ロータリーを楽しんだ

と思います。人間の川

の流れに逆らうことは

出来ませんので、今頃は天国で無二の親友嶺岸さ

んと再会を喜んでいると思います。

これからは、残された家族が一生懸命生きていき

たいと思います。また、機会があれば子供が大き

くなった時ロータリー奉仕することもあると思い

ますので、その時はまたお世話になると思います。

本当に永い問有難うございました。

（幹事報告）
佐々木忠彦君

1来　信・通　知

①年次大会、登録宿泊委員推薦願・依頼状（ガ

バナー事務局）

②RIニュース

③ポリオプラス・ニュース

④地区ガバナーその身分・資格と任務（資料）

⑤情報抄録（資料）

⑥定款・細則（資料）

⑦地区資金納入願い・7月1日

87名×9000（ガバナー事務局）

⑧Pガバナー礼状（吉田PG）事務局

⑨酒田RC30周年ご案内

⑲美術館建設チャリラ1－開催協力依密

2　例　会　変　更

（∋酒田クラブ　7月19日（水）創立30周年記念

事業・芭蕉像除幕式開催のため

日　時　　7月22日（土）12．30点鐘

②酒田中央クラブ　新年度懇親会のため

日　時　　7月28日（金）午後7時点鐘

（診その他　会報到着：酒田中央、東京

3　そ　　の　　他

・30周年記念事業決算との関係で、年次計画書・

活動報告書の作成が遅れているので、取り敢え

ず「公式行事予定」及び「所属委員会名簿」を

配布します。

・会報嬢を配布しました

・張先生からみなさまに香典返しをいただいてお

ります

（ゲストスピーチ）

庄内分区代理挨拶

只今ご紹介頂きました、庄内分区代理の竹内武　　也でございます。

竹内武也氏



自己紹介させて頂きま

す。武也は武士の武、

也は金何円也のなりで

す。所属は酒田ロータ

リークラブ、職業分類

はシニア、塗装の販売

を行っております。酒

田で小さな会社を経営

しております。ロータリー歴は10年、趣味は魚釣

りを40年程やっております釣りキチガイです。見

る通りの浅学非才な男でございます。村上ガバナー

の良き小間使いとしてお役に立ちますか、逆に足

を引っ張りますか解りませんが、村上年度二・年間、

庄内分区発展の為にも頑張ってみたいと思います。

よろしくお願い申し上げます。一年間色々とお粗

末な点が多々あると思いますが、どうかロータリ

アンのご友情のもとにご寛容の程よろ・しくお願い

致します。ようやく酒田から待望のガバナーが出

まして、大変喜んでおります。此の記念すべき年

度に分区代理を務めます事は、身に余る光栄と感

謝しております。既に新年度に入り、高橋会長さ

んの所信表明の中でお解り頂けたと思いますが、

私からくどくど申し上げる迄もありませんが、19

89～90年度　R．Iのテーマ“ENJOY ROTAR

Y”ロータリーを楽しもう！と発表されました。

誠に簡単明瞭です。要は皆さんのまわりに溢れて

いる奉仕の機会を楽しんで下さい、お互いにロー

タリーの親睦を楽しんで下さい、そして、何より

もロータリーを楽しんで下さい、との事と思いま

す。それにはやはり、ロータリーを良く理解して

頂く事が大変必要ではないか、と村上ガバナーは

提案しております。特に2年以下の新会員に対し

ましては、『徹底した教育研修を望みたい。此の

事により各々のクラブの強固な基盤維持ができま

すよ』と云われております。『早めの同化が必要

です。各分区毎に、年2回に亘り教育研修会を実

施して下さい』との要望でございますので、庄内

分区と致しましても、早速実施したいと思いまし

て、9月上旬に1回、来年の1月下旬に、各々酒

田、鶴岡会場に分けまして実施致しますので、此

の機会をとらえられ多くの該当会員のご出席よろ

しくお願い致します。各クラブさんに予算上の問

題もあり誠に恐縮ですが、特段のご配慮をお願い

申し上げます。村上年度の要望重点事項の中に、

会員増強目標、純増10％とあります。クラブ活性

化のためにも是非必要なことと思います。多いク

ラブは、もう沢山だ。少ないクラブは、少数精鋭

で結構と云う事でなく、10％にとらわれず、20％

でも30％でも結構ですから、増強に励んで頂きた

いと存じます。会員増強委員長は勿論の事ですが、

やはりクラブの代表会長、幹事さんが先頭にたた

れ有能な会員の発掘に務めて頂きたいと存じます。

0ポリオプラス運動もあと1年で終了致します。

目標通りの満額を期待致します。

0ロータリー財団への無条件ご寄付も合わせてお

願い致します。地区では、年々募金が減ってお

るそうで、それに伴いまして、ロータリー財団

派通学生も減らさざるを得ません。此れでは国

際理解と親善の目的が達せられません。どうか

積極的にポールハリスフェローになられます様

お願い致します。特に直前会長、幹事さんにお

願い致したいものです。

0今回、地区2分割につきましてご理解あるご賛

同を頂きました。永年に亘ります福島との交流

が今後なくなり、全く寂しい気持ちが致します

が、諸事情を考えますと、止むを得ない事と思

います。次の佐久間年度の次から（1991～1992

に）分割となります。当然、分区も再編成とな

るそうで、再分化されると思います。

0庄内分区内にも色々と問題があります。出席率

が芳しくないクラブ。古いクラブでも会員が20

名前後と少ないクラブ。インターアクトクラブ

を持っておられても休会されておられるクラブ

等々。どの一つを取り上げましても、大変な事

と思いますが、一年間大いに汗を流して頂き、

各々のクラブの発展と奉仕活動の高揚に燃えて

頂きたいと存じます。私もガバナー代理と致し

まして、何らの権限はありませんが、お手伝い



できますれば幸いと思います。

次に、ご承知の様に地区年次大会が10月6．7．

8日と酒田で行われます。又、庄内分区内LG．

Fも11月25日（土）やはり酒田で行います。庄内

分区の各クラブさんの記念式典も今年は多い様で

す。9月14日に酒田RC30周年記念式典を皮切り

に来年の5月頃に温海．余目．遊佐各RCの20周年

記念式典が目白押しです。諸事多端の折大変でご

ざいましょうが、出来るだけ多くのロータリアン

のご参加をお願い申しあげます。庄内分区各クラ

ブのガバナー公式訪問は、地元からガバナーが出

ました関係上、一番最後になります。11月末から

12月に掛けて寒い時期に行われます。全員のご出

席の程よろしくお願い申し上げます。

鶴岡西RC会長挨拶

長野正彦氏

西クラブ会長を務め

る長野でございます。

よろしくお願いします。

私は会員から支えられ

て今年一年リリーフを

仰がないで完投したい

と思っていますが出来

るかどうか、その辺は

鶴岡クラブの会長さんに健康の方を管理して貰っ

ているが今年は特に完投できるようこの場を借り

てお願いをしておきます。もちろんクラブ運営の

指導も併せてお願いしたい。鶴岡クラブは親クラ

ブでありまして、従来うちのクラブはそれに甘え

てきたが今年も同様にお願いしたい。

鶴岡西RC幹事挨拶

舌川場一氏

今までたびたび鶴岡

クラブにメイクさして

戴いていますが、今後

とも双方のクラブがお

互いメイクを通じて交

流を深められれば有難いと思います。是非西クラ

ブの方にも多数の皆様方のメイクを戴きますよう

お願い致します。

温海RC会長挨拶

鈴木押三氏

先程張先生に対する

哀悼の意が表されまし

たが、張先生は温海ク

ラブの生みの親であり

ます。葬儀の際にも私

どもの会員が参列して

おりますし、昨日の例

会におきましても哀悼

の意を表しております。お陰様で温海も今年度で

丁度20周年の節目を迎えております。鶴岡クラブ

の方々には大変ご支援をいただきまして、例会も

来年の1月で1千回目の例会を迎えます。どうぞ

出来たら温海にもメイクにお出になっていただき

たいと思います。幸いにも温海クラブも6月まで

は27名の会員でしたが、早速今年度の運動により

まして現在5名の増員を見ました。どうぞ温海の

方にもメイクにお出いただくよう再度お願いして

挨拶と致します。

温海RC幹事挨拶

五十嵐新一氏

入会以来いろいろな

方から様々なことを勉

強させていただきまし

たが、新会員というこ

とで2年間割合のんび

りと食事をさせていた

だきました。今年度か

らはペースが変わり、

非常に慌ただしく食事をする暇もなく頭の中が混

乱しているうちに点鐘という状態であります。と

にかくこの1年間勉強する機会を与えていただい

たものと理解し戸惑いながらも自分であれこれやっ



てみますと大変ですが勉強になります。そして少

しでも覚えてくると逆に楽しくなります。ひいて

は、ヒュ一・M・アーチャー会長が言っているよ

うにロータリーの綱領をよく理解し、ロータリー

に馴染み、奉仕活動を楽しみながら実践する中に

おいて、ロータリーを楽しもうと言うことになる

のだと思います。これは私達の仕事もそうですし、

全てにつながることだと思います。鶴岡クラブは

当温海クラブのスポンサークラブでもありますし、

何かと皆様のお力添えをいただきながらお互いに

足並みを揃えていかなければならないと思います。

今後ともよろしくお願いします。会長からも申し
）　　上げました通り私どものほうにも気軽にお立ち寄

り下さい。また来年5月には20周年の記念式典も

ございますので、万障繰り合わせてのご列席を会

員一同お待ち申し上げて奉ります。最後に我々の
・友情がさらに広まり深まりますことと、伝統ある

鶴間RCの今後ますますのご発展を祈念申し上げ

ましてあいさつにかえさせていただきます。

鶴岡東RC会長挨拶

太滝良三民

私の出身は三川町で、

通勤出稼ぎの身で会長

の任を負うということ

については非常に恥ず

かしく思っています。

しかしなしがら格式高

い鶴岡RC、鶴岡西R

Cのスポンサーにより

まして誕生させていただいたクラブでございます。

先輩クラブに恥じないように頑張るつもりでござ

いますので、よろしくご指導のほどお願いします。

また、この機会を借りまして私どものクラブで今

女性会員の問題が出ております。昨年までは一応

婦人会員は認められませんということで理由をきっ

ちり付けてお断りしましたが、今年度になって再

度その方の名前が上がってきまして非常に慌ただ

しく勉強中で御座いますので、何か良い方法があ

りましたらご指導の方を宜しくお願い致しまして

挨拶とします。

鶴岡東RC幹事挨拶

（退会のあいさつ）

板垣徳市氏

ロータリーについて

は全然勉強不足ですの

で、個人的にも東クラ

ブ共々宜しくご指導を

お願いします。

鈴木弥一郎君

ロータリーに定年は

御座いませんが、私は

5代冒池内会長つJ時、

昭和38年、二人会さして

戴き、以三茫28年間の問

倶楽部の皆さんの衛友

情に支えられ今日に至っ

て屈ま憂‾。

従って自分では未だ頑張れると思っても体力の

限界を感じて居ります。先天的に血圧が高いので

主治医にも注意を受ける状態です。

クラブ例会の奉仕活動の思いで、また会員皆さん

より寄せられた御友情には唯々感謝あるのみで御

座います。

今後クラブを離れましても職業奉仕にこれ迄の体

験とロータリーの精神を活かして美しい余生を送っ

て行きたいと考えて居ります。

どうぞ今後共皆さんの変わらぬご指導、御友情を

御願い致しまして御挨拶と致します。長い間はん

とうに有り難うございました。

なお、在籍中薬剤師会よりの会員拡大の出来なかっ

た事を非常に残念に思って居りますが微力ながら

今後共努力する考えでおりますのでよろしく御願

い致します。最後になりましたが鶴岡ロータリー



の一層のご発展と会員皆様の御健康を御祈り申し

上げ御挨拶と致します。

（ス　マイ　ル）

竹内武也君　　今年1年お世話になりますの

（庄内分区代理）　でスマイルさせて頂きます。

佐藤英介君　　同様に宜しくお願いします。

（酒田RC）

塚原初男君　　アーレンの日本における父親

役無事終わらせていただきま

長野正彦君

（鶴岡西RC）

古川陽一君

（鶴岡西RC）

大滝良三君

（鶴岡東RC）

鈴木飾三君

（温海RC）

五十嵐新一君

（温海RC）

した。

この一年宜しくお願いします。

幹事さんには特に宜しく。

私も会長同様鶴岡クラブにオ

ンプにダッコで行きたいと思

うので宜しくお願いします。

一年間宜しくお願いします。

また先程の件も解決の方法宜

しくお願いします。

温海の方も宜しくお願いしま

す。

入会して2年になりますが、

今日初めてメイクさして頂き

ます。鶴岡クラブは敷居が非

常に高いと聞いておりました

が、皆さんソフトな方々ばか

りですので今度気軽に立ち寄

りたいと思います。

喜田川博也君　　月山祭のポスターが出来まし

た。月の峯月山祭ということ

で8月13、14日月山の頂上で

邦楽器のコンサートを行いま

す。2時間歩かなければなり

ませんが、時間に余裕のある

方は案内チラシを持って来て

いますのでお出かけ下さい。

鈴木弥一郎君　　先程ご挨拶申し上げた通りで

すので、皆さんのご友情に感

謝致しましてスマイルします。

藤川享胤君　　丁度11年前にこのクラブに入

会しましたが、その時の推薦

人が張先生でした。先生の葬

儀を無事済ませていただき感

慨無量でした。その時司会し

て下さった市川前会長さん、

それに進んで受付をして下さ

った佐藤元伸さん嶺岸さんに

も心から感謝申し上げます。

いみじくも先程張先生の奥さ

んの誕生プレゼントも贈呈に

なり、先生に代わってスマイ

ルします。

斎藤　　隆君　　先週お配りした30周年記念誌、

かなりの誤字脱字がありまし

た。正誤表を作りましたので

ご訂正下さい。お詫びしてス

マイルします。

（ビ　ジ　タ　ー）

長　野　正　彦　君（鶴西R．C）

古　川　陽　一　君（鶴西R．C）

竹　内　武　也　君（酒田R．C）

佐　藤　英　介　君（酒田R．C）

大　滝　良　三　君（鶴東R．C）

板　垣　徳　市　君（鶴東R．C）

鈴　木　押　三　君（温海R．C）

五十嵐　新　一　君（温海R．C）

渡　部　晃　雄　君（温海R．C）

●　25日（火）のプログラム予定　●

・ゲストスピーチ

鶴岡市企画調整課長　鈴木寿和氏


