
第253地区鍔周ロータリークラブ第1547回例会会報1990（平2・3・13）（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

鞘OYROTARY！釆

ロータリーを楽しもう！

幹事低穆薙薩摩　汐ラ訝靂挺佐藤 懲　蒐会等他藩襟　喝 諒健環腐初男　毒蓼隼宗佐加藤　賢

出席報告：会員90名　出席65名　出席率75・32％　前回出席率71・05％　修正出席数68名　確定出席率81・58％

（二重j二二垂：二重二）
高橋良士君

3月はポリオプラス月間で御座いますので、本

日はポリオプラスの現況について御報告いたしま

す。
ポリオとはpolyomyelitis（急性灰白髄炎）と

申しまして、小児の脊髄神経がおかされるウィル
ス性疾患で、突如、筋肉の麻痺から筋萎縮を生じ

5～10％は死亡いたします。麻痺のうち15％は完

全に回復しますが、残りの乳幼児は一生障害者と
して送らなければならない極めて恐ろしい悲惨な

小児病であります。
ポリオプラスとは、ポリオの他、ハシカ、破傷

風、百日咳、ジフテリア、結核のことでありまし
て、これら6種類の予防接種を受けられないまゝ

発展途上国では、年間約345万人の子供が死亡し
ております。

国際ロータリーはポリオを中心とした小児病か
ら世界中の子供を守るためWHO（世界保健機関）、
ユニセフ（国連児童基金）と提携して1990年まで

に予防ワクチンの接種を完了する目的で、それに

必要なワクチン購入費1億2，000万ドルを募金し

ようと全世界のロータリアンによびかけたわけで

あります。
1985年7月1日に開始されましたポリオプラス

キャンペーンは昨年11月末に我国の目標額40億円

を突破いたしました。

全世界での募金活動も実に活発で、昨年11月の

時点では当初の目標額1億2，000万ドルの2倍近
い2億ドルに達したと報告されております。

現在まで1億2，000万ドルが90ヶ国におけるワ

クチン接種活動に授与されておりますが、ロータ

リーの組織したタスク・フォース（接種活動推進

部隊）のメンバーはユニセフの広域接種活動ボラ
ンティアグループと協力して種々の困難を克服し

ながら接種をすすめております。
その成果の一端としてはインドネシアでは1981

年にはポリオワクチンを受けた乳幼児は1％以下
であったのが、1989年には70％に上昇しており、

ナイジェリアでは政府が設定しました“国民接種
の日”には国の隅々までワクチン接種が行われた

と報告されております。

南米コロンビアではロータリアン817名が“へ

き地”へ出かけワクチン接種の必要性を説得した

結果、前年度に比較してポリオの発生率が半減し
ております。

又、ユニセフの報告ではロータリアンのポリオ

プラスに依って1988年にはポリオの魔手から救わ

れた幼児は約22万人と推計されております。

以上の如くポリオプラスは単なる募金活動では
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よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの粛蘭の摩解と貴腐を－



なく、伝染病を征服し世界の子ども達の生命を救
い、健康を守るグローバルなしかもロータリーで

なくてはなしえない偉大なプロジェクトでありま

すし、皆様方から寄せられました募金は着実な成

果を上げております。
本日はポリオプラス月間にちなみまして皆様方

の尚一層の御協力と御理解をお願い申しあげる次

第でございます。

（幹事報告）
佐々木忠彦君

◎　来信・通知
（》　3／7　取引銀行合併に伴う預金口座振込

みに関する銀行名変更のお厭い
ロータリー事務局

②　3／9　創立20周年記念式典案内

富　岡RC
期　日　5月19日（土）

場　所　ウエディングプラザとりふじ

登　録10：20

登録料　￥10，000

③　3／9　RIニュース世界社会奉仕プロジェ
クト交換情報抄録

平和のための財団ロータリーボラ
ンティア活動

ポリオプラス補助金

信任状証明書

以上RI日本支局から

④　3／9　東北電力情報　　東北電力

⑤　3／9　鶴岡市民憲章推進協議会資料
鶴岡市役所

⑥　3／121990～91年度地区名簿作成の為の

原稿依頼
ガバナーノミニー事務所

⑦　3／12　心に語りかける画集「美から美へ」
予約募集のお願い
一　部　￥3，500

ロータリーの友委員会

⑧　会報到着　鶴岡西RC　　酒　田RC
東　京RC　　山　形RC
山形西RC

（ゲストスピ→）

鶴岡市国内外武者修行に参加して
アメリカ・西ドイツ（西ベルリン）を視察して

期間：1989．1

只今、御紹介をいただ
きました鶴岡・銀座通り
で時計・宝石・メガネを

営業致しております伊藤
時計店の伊藤政幸です。
よろしくお原糾＼します。

まあ、この様な高い席
で（すぼらしい皆様の前
で）お話をする機会は初

めてでありかなり緊張し

ております。皆様にとりましてお役に立てるお話

になるか心配です。私以上に皆様方のほうが海外

旅行の経験も多いと思われます。そこで体験した
ままを発表させていただきます。

さて昨年5月鶴岡市で募集をしました、国内外

武者修行に応募をいたし、なんとかそのメンバー
に選んでいただいた訳ですが、私は「流通小売業
の現状を視察」と言うテーマでアメリカ、西ドイ

ツに行って参りました。

これからその時のビデオテープを全部で6時間
のテープですがそれを59分に編集し、またさらに

15分53秒に編集しなおしたもので、かなりの部分

1／15～11／26

伊藤時計店　伊　藤　政　幸氏

をカットしてありますので、あの少しお見苦しい

とは思いますがお許し下さい。

皆様にもお渡ししているレジメにも簡単に行程
を書いておりますので、ご参考にしながらご覧下
さい。

報告ビデオ内容
（D　アメリカ、ロサンゼルス上空よりダウンタ

ウンを一望

②　ロサンゼルス、センチュリーシテーショッピ
ングセンターはクリスマスセール装飾

③　ロサンゼルス郊外

④　サンタモニカ．（11月の感謝祭）
（診　西ベルリン・テーゲル空港
（砂　クーダム（クリフユルステンタム）通り

⑦　プルンデンプルグ門

⑧　ベルリンの壁

12日間に渡るかけ足の日程でありましたがテー

プを見ていただき、少しは感じがわかっていただ

けたのではないかと思います。短い日程でありま
したので計3回の時差で体調を維持するのが、一



応40手前ながら大変でした。その日程の中でも西
ベルリンに行ったときのお話を少しさせていただ

きたいと思います。最初の予定では西ドイツのフ
ランクフルトまででしたが血がさわいだと申しま

すか、とにかくベルリンの壁へ行きたいという気

持ちになり、西ドイツ滞在3日日の日曜日、一緒
に行きました方にお話をし、行かせてもらうこと

にしたわけです。

日曜日の朝、その日フランクフルトの空港まで

行き、キップさがしからベルリンへの旅が始まる

わけです。西ベルリンへは、航空路線が4社、フ
ランス・エールフランス、イギリス・ブリティッ

シュエアライン、アメリカ・パンナム、TWAの

4社です。一番安いチケットがTWAで220マル

ク、日本円でその当時17，600円余りで、当然その

日の当日キップはありませんでした。ユーローバー

リン・ブリティッシュエアーラインも売り切れ、

残るのは一番高いチケットのパンナムでベルリン

まで477マルク4万円弱、38，000円とまあそのチ

ケットしかないので、そのチケットを買ってその

チケットから搭乗券をいただくわけですが、通常

日本人の場合は団体とかグループが多いのでしか
も観光シーズンの終わった地区へ、その上一部政

情不安な国へ行くわけで、かなりしっこく質問さ
れましたが、まあ何とか搭乗券を手にいれ西ベル

リンへ向かったわけです。

お渡ししているレジメの中に西ドイツの地図が

ありますが、ちょうどフランクフルトから国境ま

で一番近い所でガーゼという所がありますが、そ

れでも200km、ちょうど鶴岡からですと会津若松

まで位の距離で、国境まで行ってもベルリンの壁

はありませんので、やはり西ベルリンまで行くし

かないわけです。フランクフルトから西ベルリン

までは560km、鶴岡からですと東京を越え名古屋

までは行きませんが、その手前位いの距離です。

西ベルリンのテーゲル空港につき、そこからバ
スで市内まで30分くらいの最初についたのはクー

ダム通り、ベルリンの中心地、そこからタクシー

に乗り換えて、10分、大きな広場で、ちょうどショ

ッピングセンターの駐車場と思ったところが、少

し4時を過ぎていたので暗くなりかけていたので

すが、車を降りて、気がっいたらそこにベルリン
の壁があったわけです。最初にベルリンの壁（4

メートル）というよりも、国境というものを目の

前にしたのは始めてでしたので、国と国との境に

映画の中にでもいるような不思議な気持ちでした。
で、このベルリンの壁は1961年8月（S36年）に

作られたそうですが、まさに28年ぶりに開かれる

歴史的なベルリンの壁に触れながら大きな世界の

うねりのようなものを自分の体で実感したわけで

す。
ローズミード市のハロルド＆サラ・シュメイカー

夫妻宅を訪問（12年前のホームステー先）
タクシーの運転手さんに聞いたお話を2，3し

てみたいと思います。東ベルリンの人々の人気商

品ベスト4がありまして。チョコレート、女性用
のストッキング、意外なのがバナナ、コーヒーが

あります。自分でもズックでいって足元が雪でび

しょびしょだったので、そのお店で買おうと思っ

たら女性用のストッキングしかなかったくらいで

した。

おみやげにTシャツを買おうと思ったら首のま

わりがやけているようでずいぶん古いシャツを売っ

ているようで買うのをやめました。

それから最初訪問した東ベルリンの人々に100
マルク、米軍は20マルクにチョコレートを渡した

らしい。しかしあまり東独から200万人以上の人々

がくるのでお金がなくなり後からは渡さなくなっ

たようです。そうすると彼らは家から家財道具を
もって来て広場で売るわけです。古いおもちゃと

か家庭用品、自家製のソーセージまで、というの

は貨幣価値が1／10～1／20と言われているので

物を売ったほうがお金の価値にはなるわけです。
あまりそういう人が多いので後から東ベルリンで
は中止させてしまうのですが。

ニューバリーパークのウィリアム＆アニータ・

シャイファ夫妻宅に宿泊

ウィリアム氏（ビル）職業・オプトメトリス

（眼科医とメガネ商との中間職種）
それから意外なことに失業している業種では医

師・先生が多いとのことです。一番最初に西側へ

移ってきた人々には東側でも生活レベルの高い、

医師が多く、かなり東側に医師が少なく逆に西側
では医師失業もあったらしい。そこで西側では西
ベルリンに来た医師を再度東側へ送って仕事をし

てもらったとの事でした。

最後になりましたが、夜8：00の飛行機に乗っ
てフランクフルトまで帰るために、ベルリンのテー

ゲル空港でサンドウィッチ、サラダとかコーヒー

を買ってレストランで食べていましたら、食べて

いる時なんとなく視線を感じ最初から何か分から

なくて食べていると何かおかしいんです。そこで

気がっいたのは自分の食べ方が早く、何か、物で
も食べてない人みたいに見えたようで、自分では

何かごく当たり前のペースなんですが、それが彼
らには異様に見えたようでした。彼らはおしゃべ

りをしたり、チェスをしたりで、彼らとテンポが

合わないなあー。ことわざに早めし早何とか。自

分では当たり前の事でも、国がちがうと……。
まとまりのない話でご参考になったかわかりま

せんが、世界のいろいろな国を旅しますと、いろ
んな人々がいろんな考えで生きているということ

が理屈でなく感じられました。皆様もツアー旅行

もよろしいのですがちょっとちがう自分だけの旅



をされますとまた発見も多いと思います。しかし

治安の事もありますので無理をしないで下さい。

最後にお願いですが、お買い物は鶴岡銀座商店

街でしていただけますようお願い申し上げます。

本当にありがとうございました。

〔垂亘套亘垂直）
飯野準治君

氏　名　　大　田　史　郎君
生年月日　　昭和10年9月23日

自　宅　東田川郡立川町大字狩川

字楯下117

職　業　東北電気鉄工㈱鶴岡営業所所長

家　族　　妻　寛　子様　Sll．11．4生

長女　葉　様　S35．5．6生

長男　慎　様　S38．4．2生

略　歴　鶴岡工業高等学校卒

趣味特技　1級電気施工管理技士

〔垂二套享有宮）
大田史郎君

ただいま御紹介にあず

かりました大田史郎です。

大変素晴らしい鶴岡ロー

タリークラブに皆さんの

御理解を得まして入会さ
せていただきありがとう

ございました。何もわか

りませんが、これからは

皆さんのご指導ご協力を

得ながら会のために頑張っ

ていこうと思っておりますので何卒よろしくお願

いいたします。

（麺亘套垂車重二）
笹原桂一君

氏　名　加　藤　恒　介君
生年月日　　昭和6年7月11日

自　　宅　鶴岡市家中新町18－29

職　業　株式会社鶴ケ岡　代表取締役

家　族　　妻　節　子様　S12．11・27生

長女　江利子様　S37．6．2生

略　歴　県立鶴岡商高卒

趣味特技　　ゴルフ

（亘享亘車重）
加藤恒介君

ただ今御紹介にあずかりました加藤恒介でござ

います。この伝統ありま

す鶴岡ロータリークラブ

に入会させていただきま

して誠にありがとうござ

いました。衷心よりお礼

申し上げます。ですがまっ

たくの素人でございます。

このすぼらしい鶴岡ロー

タリークラブの一員とな

るよう精進いたしたいと

思いますのでよろしくご指導ご鞭樋の程お願いい

たします。

／鶴岡RC麻雀大会上位入賞者／

3／10（土）開催

優

準優勝

1位

2　位

3　位

一也君（東）

何故かゲストの他クラブ参加者が上位入賞を果

たし、当クラブは佐藤忠君1人のみが1位に入賞

するに終わった。

・、」マ　イ　ル・

佐藤　忠君　3月10日のマージャン大会で第
1位に入賞しました。

小池繁治君　マージャン大会で楽しく過ごさ
せていただきました。

佐々木宏彦君　仕事の都合でマージャン大会無
断欠席してしまいました。お詫

びに

吉野　勲君　今月初めに待望の孫が生まれま
した。6人目の孫で女の子です。

・ビ　ジ　タ　二㌦

三　浦　典　義君（鶴岡東RC）

佐　藤　　接君（鶴岡西RC）
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