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例会場　鶴岡市馬場町　産業会館5階ホール　　例会日　毎週火曜日　午後12‥30～1‥30

EMOYROTARY！釆

ロータリーを楽しもう！

訝宗嘩億藤 塚原胡果　青少年毒健謝襟　笥

出席報告：会員87名　出席60名　出席率68．40％　前回出席率68．40％　修正出席数73名　確定出席率87．67％

（会長報告）
高橋良士君

連日、30度をこす猛暑がっづきまして水源の豊

富な庄内地方のダムの貯水量が例年の3分の1と

報ぜられており、渇水による農作物被害が深刻に

憂慮されておりましたが、台風13号が庄内地方に

もわずかな雨を降らせてくれました。しかし福島

県では大洪水による死者、行方不明者などの大被

害をもたらした事はいたましいがぎりで御座いま

す。

8月6日は広島原爆投下、8月15日は終戦記念

日と戦中、戦後を体験した世代には激動の昭和へ

の思いが、この8月にintegrateされているので

はないかと存じます。

第2次世界大戦における日本人の犠牲者は死者

168万、負傷者69万にのぼるといわれております

が、戦後44年を経た今日、戦争の記憶が薄れかけ、

更々戦争休験者も少なくなりつつあります。

アナトール・フランスが「人が未来を築くのは

過去によってのみである」と有名な言葉を残して

おりますが、世界恒久平和のために戦争体験者は

過去の悲惨な戦争に目を覆う事なく、次の世代に

語り次いでいくことが大切な義務であろうかと恩

曹　夏の思い出…二つのトンネル…

曹　　　　　　　　　　笹原信一部

費　小学生の頃、毎夏、京都から鶴岡（父の故郷）－∴∵十∴二二∴∴

曹北陸路を北上し、深夜に鶴岡に着く長旅をした

普　ものだ。行きの東山トンネルは登り傾斜で、石

曹炭の煤煙が車中に充満して、ハンカチを口に当

曹てての難行苦行だった。トンネルを通過し、スー

われます。

鶴岡市では昭和60年、核兵器を廃絶し、戦争の

ない平和な世界を築くため「平和都市」宣言をし

ておりますが、ロータリーの理想も究極的には世

界の恒久平和であります。

次の例会はすでに御報告申し上げましたように、

年2回の例会休会に依りましてお盆休会といたし

ます。丁度、終戟記念日となりますが、皆様方と

共に戦争犠牲者の御冥福を祈り、戦争の悲惨さ、

平和の貴さを静かに考えてみたいと存じます。

（幹事報告）
佐々木詰彦君

1；来信・通知

①　8／2　鹿児島市と鶴岡市が盟約して、今

年で20年になる。記念行事が鹿児島で予定さ

れているが同行出来るか、会長・幹事へ伺い。

平成元年11月3日

②　広報・雑誌セミナー

9／2（土）郡山ビューホテル

11：30～　　登録料　5，000円

③クラブ会報アンケート　　8／20まで

④　ロータリーの友　8月号　これがみどころ

‾‾二三‾、f－r‾l‾㍉∵f‥二　＿＿＿＿l∴∴∴∴∴■＿‾

∴十二∴∴＿∴∵二∴－
り立つのであった。かくてその年の夏は終わっ　薯

た。　　　　　　　　　　　　　曹

∴坤しい叫ヤてこ叫こ桂一い■・tに　・、エンジiイライフ・一

よきものに触れ、自分を知る　一ロータリーの粛蘭の理解と実践を－



⑤　8／3　Ⅰ．A．C．年次大会
パンフレット・地図

⑧　8／4　ロータリー名言カレンダー

1，500円11／10締め切り

⑦　8／8　会報、活動報告　酒田中央R．C

⑧　寒河江RC創立30周年記念式典ご案内

2；例会変更

鶴岡東R．C　8／16（水）お盆のため休会

8／23（水）納涼例会

マリカ3階　点鐘18：30

登録料4，000円

酒田東R．C　8／24（木）納涼ゆかた全

産業会館4階　点鐘18：00

登録料4，000円

●　講　師　紹　介

三井　徹君

今日はリチャード・モア君が久しぶりにおいで

下さいましたので、お話を伺いたいと思います。

同君は6年前、20何年か前に来鶴されたことが

ございます。

現在オハイオ州立大学の人類学科専攻の新進気

鋭の助教授でございます。1949年オハイオ州生ま

れでございまして、私共とは、同君が20数年前に

仙台の育英高校に交換学生としておいでになった

ときに、家に遊びに来まして、それ以来のお付き

合いです。そして同君は、東北大学とか農林省の

研究機関と一緒に農家とその集落といった研究を

やってりまして、そのためにたびたび日本におい

でになっております。これからも尚お続けになる

予定だそうです。

奥さんも一度家においでになったことがござい

まして大変美しいお医者さんでございます。

同君は日本語はすっかりマスターされておられ、

漢字も自由によみかきできまして、日本とアメリ

カとの親善を大いに身をもって促進している訳で

ございます。

今日は、同君が身をもって体験されました国際

交流の幅広いお話がおききできると思います。

ではよろしくお願いいたします。

e垂＿＿トスピー≠〕

私の体験　した国際交流

本日はご招待いただ

きまして、まことに有

難うございます。厚く

お礼申し上げます。

私はアメリカのオハ

イオ州立大学人類学科

のモアーと申します。

23年前に東仙台ロータ

リークラブのお世話で

仙台育英高校で留学しました。その時に鶴岡ロー

タリークラブの招待で三井徹先生にお世話になり

鶴岡市の高校生と共に善宝寺で座禅をしました。

その後1976年に結婚をして義理のおばあさんがN

EW BRUNSWICK，NEWJERSEY（鶴岡市の姉

妹都市）のRUTGERSUNIVERSITYの近くに住

んでいました。庄内平野と縁があるみたいです。

今回の研究は国際交流基金のもとで9月11日ま

オハイオ州立大学助教授リチャード・モア氏

で酒田市豊原村の人間と土地の歴史と文化を調べ

て900ページ以上の『豊原村』という本をアメリ

カに紹介することを目標にしております。6年前

に東北大学へ留学した時に1976年に東大出版され

た『豊原村』を読み始めました、豊原部落にもお

邪魔して2週間ばかり農家の家族のみなさんとと

もに生活しました。

豊原部落は20戸の小さな集落で昔の記録がある

ところです。20数年前から農林水産省農業総合研

究所の研究者がチーム協同研究として豊原部落を

訪問しまして資料を集めました。

「豊原村」は世界で唯一土地と人間のつながり

について書いた本です。

特徴としては台帳と戸籍謄本を利用するだけで

はなく農民自身の記録も基礎として使っているこ

とがあげられます。

鳥海山の近くの農村風習についてだいぶふれて



います。例えば、土洗い（ツチアレ）・坂向い・

さなぶりという鳥梅山に関連している風習です。

土洗いという習慣は稲刈り時期がおわったとき

その年当番となっている農家に部落のみんなが集

まって2日間にわたっておこなわれた行事でした。

その時旧酒田町から芸者を呼んだ事もありました。

坂向いは7月末頃に烏海山と月山を登って豊作

の為に祈る行事です。これは今年も行われました。

毎年豊原からその年当番となった代表二人が山を

登ってお札をもらって帰ります。帰るときに神社

で奥さんたちがご馳走を作って祈ります。山を登っ

ていた人がこういう風に祈ります。［アヤニアヤ

こくししくたふと新山神社の神のにまえおろがみ

祭る］。1965年まで豊原では田植えが始まるまで

鳥海山をながめながら春のとけた雪に種まきじい

さんの姿をまちました。昔から山と平野の密接な

自然関係がありました。水の自然の流れで用水を

引き揚げる事ではなく山から「水をもらう」とい

う言い方をします。したがって先週の干ぱっの時、

水不足状態でした。1983年の土地改良事業のおか

げで水の管理が今まで大変便利になりましたが干

ぱっで水はどこからもらうのかをもうー度豊原住

民に考えさせました。部落の寄合いで今年秋に

「土洗い」の時でしょうが部落の若い人たちが山

から海まで田んぼの用水・排水の水の流れにそっ

て歩く事を決心しました。昔から今現在にかけて

豊原部落の協同作業や社会のまとまりが進んでい

る所だと思います。日本国内でも外国人も豊原か

ら学ぶ事がたくさんと思っております。特に「豊

原村」と「善治日誌」（明治26年から42年間の

あるむこよしの日誌）を読みました時、人間と土

地又は自然のバランスや生態を尊敬しました。

つきまして次に日米文化交流について話したい

と思います。特に私のふるさとオハイオ州との交

流をあげたい。

第一は、私が22年前に仙台育英高校で留学しな

がら、日米交流は著しく増加している事です。ロー

タリー交換から始まってこれからもますます増加

すると思います。その証拠にはロータリーの活動、

高校生の交流（0．S．U）民間の経済活動などで

す。それから国際姉妹都市もアメリカでは興味が

あるみたいです。カナダを含めたアメリカ大陸に

は日本との姉妹都市が212あります。カリフォル

ニアとオレゴン州とワシントンに集中しています。

ですからアメリカの半分ぐらいになるわけです。

ですから鶴岡の姉妹都市NB市はめずらしい存在

です。ニュージャージー州は姉妹都市が3つしか

ありません。オハイオ州も姉妹都市が同じように

少ないです。現在大磯市とデイトン市、岐阜市と

シンシナチ市、八幡市とミラン市が姉妹都市盟約

を結んでいます。

私の大学のある州都コロンブスを含め3つの都

市が今、姉妹都市を探しているところです。

マンスフィールドの場合は、ホンダ技研の第1

工場、第2工場があり、日本人の家族の人達がた

くさんいます。そのためにコロンブスに土曜日学

校を作りました。それでマンスフィールドは日本

との姉妹都市を望んでいるのです。州では、まだ

未定ですが日本のある県と交渉中です。

姉妹都市について興味のある方は、日本の国際

親善都市連盟が出版している「姉妹都市一覧」を

参考になされてはいかがでしょうか。日本の姉妹

都市の一番多い所がアメリカで212、次が中国で

90、ブラジル42、カナダ35となっています。

私達ももっと交流したいので、何かありました

らどうぞ連絡頂きたいと思います。

日本とオハイオ州の貿易も盛んです。対日本で

は、オハイオ州は5番目の貿易高です。1位はニュ

ーヨーク州、2位はカリフォルニア州です。ホン

ダの工場とその関連でオハイオ州が上位を占めて

いるのだと思います。

オハイオから日本に50位の会社が来て活動して

います。

コロンブスで今年から日米協会を作る予定になっ

て、たぶん来年できると思います。私がオハイオ

州立大の代表としてホンダ・三菱銀行の代表と、

その他の日本企業の代表、コロンブス商工会議所

の代表、6～7人のグループで日米協会を作るこ

とになりました。それができたら日本の伝統的な

文化のグループ招待したいと思います。

私の大学は生徒5万人の大きな大学です。日本

専門の学者が18人います。日本からの客員研究者

が毎年50人位やって来ます。日本の学生は80人位

います。日本語専攻のオハイオの学生は50人位で

す。大学間の交流も国際キリスト教大と南山大で

盛んです。私の所の人類学科もいろいろ日本の文

化について研究があるんですが、今年の秋から博

士課程の学生が飛騨地方に行って古川太鼓祭と人

間と自然の関係について研究します。それは文部

省の奨学金でいきます。「同族会社の相続性」「



日本の中学について」「日本人と韓国人の結婚に
ついて」などの研究もしています。21世紀の国際

交流はどうなっていくのか。いろいろの考え方が
あると患います。量から質への転換は、これから

大事になってくるのではないでしょうかどうやっ

て互いの文化を理解するかが大事だと思います。

この間ハワイに行っていた時、日本人がアメリカ

人を「外人」といっていたのを聞いて不思議に恩
いました。また、農林省の役人の方から「君の日

本語は間違いがあるからホッとするよ」といわれ
ました。どうも安心するらしいのです。全く間違

わなかったら変な外人になるといわれました。国

際交流を考える上でこのことはどうとらえたらい
いのか考えさせられました。私は人間らしい「寅

さん」が大好きで、この間映画を見てきました。

今年ウィーンに行ったんですね。寅さんはウィー
ンでおにぎりを食べていたのですが、もう少し国

際化してもいいのではないかと思いました。

私はオハイオの日米協会を中心日本ともっと交

流したいと考えています。何かありましたら遠慮
なく連絡下さい。本日はありがとうございます。

（委員会報告）

（盲二ダニァクト委員会）
椎永節雄君

秋野委員長の代理で皆様にお願い致します。
お手元にローターアクトクラブ入会申込書をお

配りしてあると思います。去年からローターアク
ト申込みのことで骨をおってきましたが、いよい

よ発足の段階まで来ました。一つの事業所で1名

ということはないと思いますので、申込書の足り

ない方は事務局またはローターアクト委員会にあ

りますので、是非多くの方の申込みをお願い致し
ます。

申込み期限は、8月20日をめどに締め切らせて

頂いて、8月29日1回目の招集をしたいと思いま
す。是非皆様のご協力をお願いして多数の申込者
を確保したいと患います。

各事業所、社長さんのご配慮をいただいて従業

員の方々がスムーズに参加できるように、おとり
はからい下さいますよう重ねてお願い申し上げま

す。本日は鶴岡西、東の方がいらっしゃっており
ますが、ローターアクトは我がクラブのみでござ
いますので、西、あるいは東の方のご協力もいた

だければ有りがたいと存じます。

（親睦委員会）
中沢　　進君

8月22日（火）納涼例会を鶴岡第一ホテル孔雀

の間で行います。出欠の返事を今日までに連絡下

さいますようお願いいたします。

（スマイ　ル）

佐々木語彦君　　先日欠席させて頂き、高田君
に代役をして頂きました。あ

りがとうございました。ガラ

にもなく北海道に車で渡りま

した。間に海があることをすっ

かり忘れておりましたら、台

風で足止めをくいました。
⊥晩ねないで朝から晩まで走っ

て、やっと昨日の葬式に間に

合うように帰ってきました。

仏の加護でございます。

塚原初男君　　私も先週休ませて頂きました
ので金曜日に西クラブにメイ

クに行ったら西クラブの例会

がなくて松田さんから「いい

よ」「いいよ」といわれメー

クアップ分は払わないかんと

思いスマイル致します。

松田士郎君　　私もプログラム委員長として
前回欠席させて頂きました。
西クラブにメイクに行きまし

たところ夜の例会だというこ

とで、事務局と交渉いたしま

して、出席扱いにさせて頂き

ました。

佐藤　　衛君　　私も先週の例会、県庁で入札
会がありまして欠席させて頂
きました。おかげ様で新穂さ
んの事務所で設計された加茂

水産高の体育館の工事を頂戴
いたしました。新穂さんにい

ろいろお世話になると思いま

す。ありがとうございました。

松永輝夫君　　例会を連続して休みましたけ
れども、4月入会以来、おか

げ様でメイクだけはどこかで

やっておりまして、まだ無欠

席で何とか続いておりますの
で自分自身喜んでおります。

（ビジタ‾－）

佐藤　　進君　（浦和北R．C）
富樫幸弥君　（鶴岡東R．C）
佐藤　　憲君　（鶴岡東R．C）
佐藤詔昭君　（鶴岡西R．C）

納　　涼　　例　　会


