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祷岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

例会場　鴎岡市本田丁二丁目　ひさごや
夙l余日　毎週火曜日　午后12．30′～1．30

事務局　鶴岡市馬場［町　鶴岡商工会議所内　竃0235（2215775

会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　勲

多点　　鎧

％君ケ　代斉唱　　ロー－タリーソング（奉仕の理想）

⑳ビジターゲスト紹介　　ロトグーアクトクラブ会長進藤　昇

前会長大中敬一

ロータリー財団奨学生菊地敏氏

％会員及び奥様誕生祝－親睦委員長

％年間皆出席表彰－出席委員長

％小松広穂君　幹事退任挨拶

⑳前会長・幹事へバッチ贈呈－新会長

多新会長・幹事挨拶

多会長報告一一一理事会の決定事項　外

％幹事報告

多財団奨学生の挨拶　餞別金の贈呈－会長

⑳出席報告一出席委員長

多点　　鐘

To dignify the human being　人間に威信を！
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会長就任のご挨拶

佐　藤　　　息

昨年のクラブ年次総会に於て副会長の指名
があり、合わせて次期会長の推選もいただき

感激と同時に本当に困惑致しました。自分の
力と欠点は自分が一番よく知ってます。

大役を果せるか疑問に思いますが、今まで
の経験と先輩諸君の温かい友情と御指導を賜

り、一生懸命努力致しますのでよろしくお隣
い致します。

今年度RIインバッサイ会長は「人間に威

信を．／」というテーマで、私共にメッセージ

を送られました。会長は今日の世界の人間関

係に於て、その精神的荒廃を苦慮され「あら
ゆる面に於て人間の威信を重んずることであ
り一知性と精神的価値を尊重することは善意
に導き、平和への道である」と申しておりま

す。
わがクラブも創立17年を迎えて居ります。

昨年大原バストガバナーが申された様にクラ
ブは集団ではなく「くさり」であり輪の連な

りであります。一つの輪も切れないよう友情

と親睦と団結を床め、地域社会に於て真に威

信ある地位を保つため、職業人としての品位
と人格を高め、その輪を拡げようではありま

せんか。そして思いやりと助け合いにより、

理想の社会づくりに努力致したいと思ってお

ります。
－本年度の活動重点目標は活動計画書に掲載一

喝歴　生年月日　大正12年3月29日

㈱文化堂取締役社長

現住所　山王町11－18

幹　事　就　任　挨　拶

吉　野　　　勲

本日より愈々御指名の幹事の大役が重く身
体全体にのしかかった感じです。

これから一ヶ年就任いたす訳でございます

が、皆様の御協力御指導なくしてほ遂行出来

ませんので特段の御協力を御願い申し上げま

す。小松前幹事の各方面に於ける見事な活動

振りは、常々感心し乍ら拝見して居りました
次第です。
私はロータリー歴には日が浅く、この大役

をどうしようかと今から青くなったり赤くな

ったり途惑って居ります。幸い佐藤新会長は
ベテラン中のベテランでその敏折にすがり乍

ら足手まといになるかも知れませんが、私な

りに精一杯務めさせて頂きますので先輩諸兄
の御好意と友情を以って、今年一年宜敷く御

引き回し下さいますよう御願い申し上げご挨

拶といたします。

前幹事威任挨拶

小　松　広　穂

去る3月25日第797回例会より高橋前幹事
の後をピンチヒッターとして幹事を御引受け

して参りまして3ケ月有余の短い期間ではあ

りましたが、さしたる落後もなく、いささか

でもクラブの発展に寄与しました点があると

するなら鈴木会長、各委員長の御指導、御協
力と会員各位の好意と友情によるものである

と心から御礼を申し上げる次第であります。

昨年の幹事の時は全く一年生で無我夢中で
やりましたが中古幹事となりますとズボラな

面もたくさん出て来て皆様に御迷惑をおかけ
した事もあったのではないかと申訳なく思っ

て居ります。

次期幹事は御覧の様な私より体こそ一廻り

小さいですが、色の浅黒い目のクリッとした

男でもホレポレする様な意欲満々の吉野勲君
が活躍せんとして屠ります。佐藤会長のもと

きっとスバラシイクラブの奉仕活動を展開さ

れると思われます。どうか私に賜りました同

様の好意と友情を賜ります様御願いして私の

御挨拶とします。
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ロータリー財団奨学生派遣に供う
VSAIOWA ROTARYに対する

メッセージ

鶴岡クラブ推薦のロ．タリー財団奨学生菊

地敏君を光輝ある貴地IowaStateUniverL

tyに送ることが出来ましたことに感謝いたし

ます。

菊地敏君は、国立山形大学農学部を今年3

月卒業した前途有望なる青年であります。

鶴岡クラブとしても菊地敏君に期待すると

ころ誠に大なるものがあります。

貴地滞在中はよろしく御指導下さいます様

御願いたします。

これを機会に、両クラブは勿論のことアメ

リカ、日本両国の国際親善の深まることを期

待いたします。

最後に貴クラブの益々の御発展を御祈りい

たします。

鶴岡ロータリークラブ

会長　佐　藤　　　忠

IOWASTATE UNⅣERSITY

に託すメッセージ

鶴岡クラブ推薦のロータリー財団奨学生、

菊地敏君を、光輝ある貴大学に入学許可1さ

いましたことに感謝いたします。

菊地敏君は、国立山形大学農学部を今年3

月率業した。前途有望なる青年であります。

鶴岡クラブとしても菊地敏君に期待するとこ

ろ誠に大なるものがあります。

貴大学在学中は、よろしく御指導下さいま

す様御願いたします。

これを機会に、アメリカと日本の国際親善

の深まることを期待いたします。

最後に貴大学の益々の御発展を御祈りいた

します。

鶴岡ロータリークラブ

会長　佐　藤　　　忠

理事会決定事項

1．細則変更（入会金及び会費）

第5粂第2節　会費変更　今年度より年会

費を82，000円に値上げします。

上期42，000円　下期40，000円の分納可

2．ロータリー財団奨学生　菊地敏氏への餞

別金贈呈（1万円）

3．クラブ預金銀行の指定　50年度は山形銀

行鶴岡支店
4．今年度クラブ名誉会員は昨年同様

鶴岡市長　白井重暦氏

5．例会進行上、会長、副会長不在の場合は

幹事、副幹事が代行。それも不在の場合は

年令の順とする。

6．ビジターの登録料は1，000円とする。

7．金井勝助氏　退会の申入れがあったが6

月30口付で退会を承認した。

ス　マ　イ　ル
／

佐藤　昇君　鶴岡

県立謡那小学校設計落札自然の家設計落札

佐藤友吉君　県立山添高等学校主体工事落

札

黒谷正夫君

斎藤栄作君

五十嵐三郎君

シ　ョ　ウ7

昭和49年度所得1千万円以上

長老番付

石井敬三君絵
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出　席　委　員　会　報　告

70名　　欠　席　者

61名

87・14％

前回の出席　　前回出席率　　72．22％

修正出席数　　　　63名

確定出席率　　87．50％

会　員　誕　生

黒谷正夫君、嶺岸光害君、森田清治君、

中江亮君、清水重雄君、佐藤順治君

奥　様　誕　生

張生妹様、飯自安江様、小池英様、

中野ふみ子様（清吾）、斎藤信子様（保義）、

佐藤清子様（忠）、佐々木節子様、進藤瑞枝様

富樫貞様、薮田淳子様

年間皆出席者

12年間皆出席　早坂源四郎君

11年間　ク　　五十嵐三郎君

10年間　ク　　鈴木弥一郎君

7年間　ク　　小池繁治君

4年間　ク　　小松広穂君

3年間　ク　　森田清治君

6月150％出席　2名

石黒君、佐藤（忠）君

6月125％出席　9名

安藤君、早坂（源）君、市川君、小花君、小池

君、佐藤（順）君、鈴木（善）君、鈴木（弥）君、

吉野君

阿宗君、早坂（源）君、早坂（徳）君、斎藤

（信）君、笹原君、進藤君、高橋（正）君、津
田君、清水君

メークアップ

山本君一勝山RC

三井（健）君、中野（活）君一山形北RC

阿部（裏）君一余目RC　中江君一酒田RC

安藤君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、小

松君、菅君、高橋（良）君一鶴岡西RC

6月100％出席　41名

阿部（公）君、阿部（惑）君、張君、半田君、飯

自君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、板垣君

金井君、上林君、風間君、今野君、小松君、

嶺岸君、三井（徹）君、三井（賢）君、三井（健）

君、森田君、男網君、中江君、中野（重）君、

中野（活）君、斎藤（栄）君、斎藤（得）君、佐藤

（衛）君、佐藤（友）君、佐藤（正）君、新穂君、

菅原（啓）君、菅君、高橋（良）君、菅原（辰）君

手塚君、富樫君、内山君、山本君、薮田君、

石井君、山口君、清水君、石川君

ビ　ジ　タ　ー

奥村知介君一習志野RC

吉川喜一郎君、佐藤拡君→鶴岡西RC

（、才も会報委員会より会員諸兄にお願いノ・1
〉　　　）

今更、新ためて申し上げるまでもなくミ

会報委員会は終始一貫して大変忙しい活

動を強いられて居ります。

私共指名された以上、お座なりな事は　ミ

したくありません。しかし乍ら、多忙な〉
＼

日常業務を割いて会報編集に熱中する訳く

－∫∵－∴言十一一∵∵一室

お断りなく原稿を執筆載きます様お願い　〉

申し上げます。　　　　　　ミ
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鶴岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

例会場　鶴岡市本田丁二丁目　ひさごや
例会日　≠毎週火曜日　午后12．30′〉1．30

事務局　鶴岡市馬捌町　魯岡商工会議所内　電0235（2215775

会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　勲

珍点　　鐘

％ロータリーソング　（手に手つないで）

％ビジターゲスト紹介一鈴木副会長

ビジター　（后　述）

ゲスト　庄内分区代理　伊藤春夫氏

交換学生　ミス　バーバラクレイマ一

％会員誕生　年間皆出席報告（前回欠席着分）

％鈴木副会長就任挨拶

多幹事報告－他クラブ例会変更、他

珍伊藤新分区代理挨拶

㊥交換学生　ミス　バーバラクレイマー　帰国挨拶

％地区協議会報告

クラブ奉仕委員会一鈴木弥一郎　クラブ奉仕委員長

職業奉仕委員会－三井　　俸　職業奉仕委員長

㊥委員会報告

上林一郎　親睦委員長－スマイル披露

安藤定助　インターアクト委員長一一近況報告

％出席報告－小松出席委員長

珍点　　鐙

TO以GN『YTHE HUMAN BEm　人間に威信を．′
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庄内分区代理挨拶

佐藤春夫氏
1975～1976年度の分区代理を拝受致しまし

たので本日は当鶴岡RCに挨拶に参上致しま

した。

7月1日からの1年間皆様と共にインバッ

サイRI会長のターゲット「人間に威信を」

高坂氏のサブタイトル「共に奉仕する我々の

年度」の基に強勉する年に致しましたので宜
しく御願い致します。

分区代理の任務は10ヶ条御座居ますが、特
にICGFは昨年迄はバストのリーダーの元

に開催されて居りますが、今年度は分区代理
のリーダーでの開催との氏よりの指令で御座

居ますので此の点に付きましても何かと御教
示賜らん事を重ねて御願い致します。

後先になりましたがインバッサイRI会長
の水平線思考を御照会申し上げます。

水平線は現実と理想の接線であり、進めば
進む程、前方へと手のとどかぬ勉に行ってし
まう。但し人間の前に厳然としてある。人間

とアニマルの差は、たえず理想に向って前進

するか、しないかにある。

√・一

高坂氏のサブタイトル

共に奉仕する我等の年度

前へ前へと進もう

本日当RCの例会に例席致して大変な事を
見致しました。其れは前週7月1日の会報

会員に配布されて居る事実と其の内容の良
に敬服の一言を申し添えて新任の挨拶に致

ます。

交換学生　ミスバーバラクレイマー

嘱目国の挨拶

Toki no nagare wa hayai mono desu．

Moichi nen ga sugiyoto shiteimasu．

Ima watakushiwa hontoninlpponnikite

yokata to omoteimasu．Takusan no

SubarashitomodachiI mata nlpPOn nO

bunka ya dento no subarashi samo

Sukoshiwakata yona kigashimasu．Ima

Watakushi no kimochi wa fukuzatsu

desu．Sayonara no Sabishikimochito

America no tomodachito mata aeru ta

noshimito chodohambun hambun dcsu．

Minasan hontoniariggto gozaimashita．

Watakushi wa kono Tsuruoka ni kite

honto ni shiawaEe deshita．Watakushi

no shyogai no naka de keshite wasure

rare nai mono ni naru desho．Minasan

Sayonara．Genkide okurashi kudasai．

Minasan no kazokunimo yoroshiku

tsutae te kudasai．

Domo Ahigato Gozaimashita

一年でここまで会話をマスターしたのは、大変な事で

あったと思い、掲載しました　　　　　　　一抹－

時の流れは早いものです。もう一年が
過ぎようとしています。今、私は本当に
日本にきて、よかったと思います。沢山
の素晴らしい友達。また、日本の文化や
伝統の素晴らしさも、すこし判った様な
気がします。

今、私の気持ほ複雑です。サヨナラの
寂しい気拝と、アメリカの友達と又あえ
る楽しみ、ちょうど、半分半分です。
皆さん、本当に有難う御座居ました。

私はこの鶴岡に来て本当に幸福でした。
私の生涯の中でけっして忘れられないも
のになるでしょう。皆さんさよなら、元

気でお暮し下さい。皆さんの家族にも宜
しく伝えて下さい。どうも有難う御座居
ました。

地区協議会報告 クラブ奉仕委員長
クラフ奉仕部門　　　　鈴　木　弥一郎

ホストクラブ　山形北ロータリークラブ

リーダー　高橋与市ガバナー　安藤先生

①　出席の向上についての討議

安藤先生より、次の様な御話しがありま
した。先づ体験は常識を作り沢山の人々を

知り合い、お互に多くの人々に奉仕をつく

し合うことが出席向上の原則である、との
べられました。

此の言葉に会員が大へん感銘を深く、後

刻ホストクラブよりプリントにして発表さ

れることになりました。

其の他会員の健康管理、並に会員の相互
理解を深める事が必要であると話されまし

た。

（9　プログラム委員は非常に重要な役目を果

すので、理事会と密接なる連繋を保ち度々

小委員会の会合をもつこと。

③　親睦活動委員会は各クラブ共々思い思い
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に工夫をこらして会員の親睦に活動してお

る様でしたが尚巾広く社会奉仕委員会等と

共催にて学校方面等と交換している例もあ
りました。

④　会員増強委員会については、会員の職業

分類の充填未充填をよく検討し尚シニアア
クチブ会員の空席を充分考える様にという

事でした。

⑤　会報委員会
会報コンテストを行っては如何か。

会報に会員の広告をのせ会報委員会の負担
を考えているクラブもあった様です。

最後にロータリークラブ年会費の問題です
が7万～10万位での所が多く。メークについ

ては700円～1，500円位までの所が多かった様

です。

地区協議会報告　　職業奉仕委員長

職業奉仕部門　　　　三　井　　　健

リーダー早坂源四郎直前ガバナーの元に開

かれ熱心に研究と討論がなされた。

先づ早坂直前ガバナーより、御自分で邦訳
された小冊子「米西独ロトークリアンの企業経

営観と其の事例」について解説があり特に
It自己の企業の経営の在り方”と其の実践を平

易に率直に説かれ、ペニー商会社長の職業奉

仕の理念は昨今の困難な時に処する我々の将
来への不安に勇気を以って処すべき時のロー
タリー理念である事を淳々として説明されま

した。

次に職業奉仕の事例について、その発表を

求められ、磐城ロータリークラブから、スケ
ート場を無料で開放した例が出されたが、リ

ーダーは、職業奉仕と云うよりも社会奉仕と

云った様なものではないかと云う考えの様で

した。また、例としてタクシーの運転手の例

を挙げその行先を出来るだけ親切に探してや
ると云った事が職業奉仕であって、それには

適切なペイを求めるのは当然であると云った

例を示されました。

次にロータリーの職業奉仕とは何かと云う

問題でロータリーは70年間一業一人の原則を

守り通した事の意味は我々はロータリーの代

表として企業に帰ってロータリーの活動を実

践しなければならない事を示され、職業奉仕
委員会の任務とは

0職業奉仕の実践をロータリー会員に奨励

する。
0青少年に職業奉仕の意義を理解して貰う

0地域に対してのサービス

の三点を挙げられました。

次に353地区としての考えとして「職業奉

仕の実践の事例集」の発行を考えて居られる
し、その購入の為クラブ委員会として予算を

とる事を求められた。そして我がクラブでも

数例を出稿したいのでその内、事例を求めた
いと考えて居ります。

インターアクトクラブ最近の活動

委員会　安藤定助

1．鵠高専インターアクトクラフ例会
日時、場所　7月4日（金）pM6：40～8：00

於　第一談話室
出席会員　31名車21名
ゲ　ス　ト　篠崎孝一顧問教師

交換学生（バーバラ・クレーマー）
三井徹（第353府IC委員長）
RC・IC委員（安藤君、中野君）

例　会

（1）7月6日（日）社会奉仕（銀座通り
朝清掃）について

（2）7月13日（日）社会奉仕（鶴岡西R
C提唱湯之浜海浜清掃）参加について
（22～23名参加予定）

（3）7月25日～27日　飯坂温泉婦人会館
に於て開催の第353区IC年次大会参
加について（希望13名申込8名）

（4）例会日及び時間の適否検討（現状通
り）

ゲスト挨拶

篠崎顧問教師より激励のことばがあり
安藤RC・IC委員長より第353区IC委
員長三井徹君を紹介し、同君より激励の
ことばがあり、続いて本年度RC・IC

委員の紹介あり、安藤、中野両君夫々に
挨拶。

RC・IC委員会の助言
（1）清掃奉仕のホーキ20本6日朝迄準備

し備付けとする。
（2）不足しているIC会員バッジ50ケ注

文し交付する。
（3）年次大会には限定人員の他希望者全

員参加出来るよう援助方努力する。又
参加要領について助言。

（4）ICに対するRCの指導助言の態度
要領等について理解を深める。

交換学生（バーバラ・クレーマー）との交換
交換終って彼女の成果ある帰国と将来
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の俸斗を祈り全員拍手を以て送る。

2．鶴工高インターアクトクラブ例会
日時、場所　7月5日（土）pMl：00～3：00

於　2A教室
出席会員18名中14名
ゲ　ス　ト　RC・IC委員（安藤君、中

野君、富樫君）
例　　　会

（1）7月15日（火）PMl；00より視聴覚

室に於て特別会員バーバラ・クレー
マーの送別会開催について。

（2）古切手蒐集により国際親善と社会奉
仕について。
（校内郵便友の会とも共同し、全校に

呼びかけて行う）
（3）7月12日（土）pM2：00～4：00

家政校に於て開催の「ボランテアの
集い」参加について。

匝）7月13日（日）社会奉仕（湯之浜海
浜清掃）参加について
（参加する、参加人員は後日確定）

ゲスト挨拶

安藤RC・IC委員長より第353区I
C委員長、RC・IC委員を紹介しRC
のICに対する指導、援助の態度、要領
等を説明しその理解を深め、今後の共同
を期して激励する。

RC・IC委員会の助言
（1）IC年次大会の目的、意義、要領等

を説明し、参加要領について助言。
¢）「ボランテアの集い」について目的

要缶等説明
3・鶴高専インターアクトクラブの社会奉仕

（銀座通り朝清掃）とRCの共同
日時、場所　7月6日（目）AM6：00～7：CO

市内銀座通り
参加会員16名　篠崎顧問教師

出　　席

70名

52名

74・29％

前回の出席　　前回出席率　　87．14％

修正出席数　　　　64名

確定出席率　　91・43％

寺川喜一郎君
阿宗健一郎君

ピ

中沢秀雄君
阿部正男君

ジ

参加RC他　山田銀座商店会長、石井印舗
社長、赤谷商店社長、早坂（徳）君、山
口（篤）君、上林君、吉野君、三井（賢）
君、中野君、安藤君、三井（徹）君御家
族、バーリベラ・クレーマー

奉仕に応援　赤谷商店－ホーキ（竹）特価提
供、ショロホーキ、各人に石鹸寄贈銀
座商店会青年部一魔境の処理、運搬
三井徹家……朝食接待、上林商店一菓
子寄贈、荘内日報社一記者派遣、7日
付新聞広報

梅雨空の朝6時「鶴高専IC」の腕章を
つけた会員、ロータリアン生協前に集会、

赤谷商店の好意によるホーキを手に斎藤会
長の適切な指揮で銀座通りの清掃開始、タ
バコの吸殻、大小の包装紙等、見苦しく散
った銀座衝も見る見る掃き清められ次々に

商店街のロータリアンや店主の協力もあり
小一時間で見事に清掃を終る。

集めた庭境は商店会青年部の好意による
ダンボールに納め、一同地域並びにロータ
リアンの好意に感謝し乍ら三井徹君御家族
とバーバラ・クレーマーの接待による朝食
を病院食堂で美味しくいただき感謝の奉仕
を終った。

ス　マ　イ　ル

。鶴岡建設社長　富樫良書君

第6小学校入札　3億1千万落札
0内山喜一君　創業25周年記念
。森田清治君　鶴岡市金融協会つり大会優勝
。飯自祐借君　長男結婚祝
0京寿し　　設計　新穂光一郎君

工事　佐藤　衛君
冷凍設備　早坂源四郎君

。早坂徳治　上林一郎君　書道センター出品

報　　告

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、五十嵐（三）君、五十
嵐（伊）君、板垣、今野君、嶺岸君、斎藤
（栄）君、斎藤（信）君、佐藤（伊）君、佐藤
（忠）君、薮田君、笹原君、進藤君、高橋
（正）君、高橋（良）君、佐藤（宇）君、谷口君

メークアップ

早坂（源）君一秋田RC
笹原君一仙台RC清水君一鶴岡西RC

左芸十晋芸〉鶴岡西RC

数
　
数
　
率

員
　
庸
　
席

会
　
出
　
出

席出の日本
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伊J会場　鶴岡市本田丁二二丁目　ひ　さ　ごや
例会日　毎週火曜日　∠干后12．30′、ノ1．30

事務局　鶴岡市馬場町　鴎岡商工会議所内　竃0235（22）5775

会長　佐　藤　　忠　　　幹事　吉　野　　勲

珍点　　鐘

多ロータリーソング　（それでこそロト一夕リー）

多ビジターゲスト紹介

ゲスト　　今間製作所取締役技術部長　今間金雄氏

多会長報告

珍幹事報告　　他クラブ例会変更等

多委員会報告

インターアクト委員会－安　藤　足　助

ロータリー財団委員会－上　野　三　郎

⑳台湾の農業事情について－今問金雄氏

％出席報告－小松出席委員長

多点　　鐘

TD以qⅦFYmE HU的AN藍茫訃陥　人間に威信を．′
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会　長　報　告

佐　藤　　　忠

◎2、3日前の新聞に「小さな親切」運動の
ことが載っていました。百万会員の親切を

する気持、それを受ける気持、その輪が広
まった時に、本当の人間としての心の豊か

さと、美しい社会が隼れるような感じがし

ました。そして「人間に威信」が存在する
ような気がしました。

1．本年度第1回クラブ協議会（7月1日開

催）では各委員長の熱心な研究討議があり
年間活動計画ができました。（今月中に印
刷の上会員に配布予定）各委員長さん、あ

りがとうございました。計画の高度な実践

を期待致します。
2．高専、西高、工業各インターアクトクラ

ブ合同の湯野浜海水浴場清掃奉仕活動（7

月13日）に私も激励に参りましたが、約2

時間、ボーイスカウト隊員の協力もあって

大変一生懸命でした。安藤委員長、五十嵐

伊市郎君ご苦労様でした。
3．交換学生バーバラさんは愈々今月27日帰

国されます。国際奉仕委員会主催の送別バ
ーチーが25日開催されますが、会員、家族

多数の参加をお願いします。

委員会報告
インターアクト委員会

委員長　安藤定幼

凰　インターアクトクラブ合同社会奉仕

（湯野浜海浜清掃）

去る7月13日（日）連日の梅雨空もからり

と晴れて、海浜に涼風そよく“絶好の奉仕日

和。鶴岡高専（13名）鶴岡工業高校（！1名）

鶴岡西高校（9名）各インターアクトクラブ

合同の湯野浜海水浴場シーズンインの海浜清

掃奉仕が実施された。
当クラブ佐藤会長、安藤IC委員長を始め

鶴岡西RC会員多数の共助のもとに、地元観

光協会員、地元ボーイスカウト隊の応援を得
て主にテトラポット附近のビニール、空缶、

空ビン等の清掃を行い、先にビーチクリーナ
ーで清掃された砂浜と共に見事に清掃された

海浜一帯を云い知れぬ満足感にひたり乍ら眺
め、鶴屋旅館（鶴岡RC会員）竹屋旅館、松

田製麺所（鶴岡西RC会員）観光協会等夫々

の好意により入浴、昼食、茶菓をいただき乍

らクラブ相互の親睦を深め奉仕を終った。

圏　鶴岡工業高校インターアクトクラブ主催
特別会員ミスり〈－パラ・クレーマー送別会

本日（7月15日）午後1時より、同校視聴
覚室に於て同インターアクトクラブの上記送
別会が開催されます。多数御参加下さい。

凰　鶴岡高専インターアクトクラブ
夏季休暇のため休会

同校は明7月16日より8月27日迄夏季休暇
に入りますので、インターアクトクラブの例

会も同期間休会になります。

囲　国際ロータリー第353区
第10回インターアクトクラブ年次大会案内

期　日　7月25日（金）～27日（月）

場　所　福島県飯坂温泉　婦人会館

当クラブのインターアクトは次の通り参加

いたします。会員多数の御参加をお願いしま

す。参加のための行動時間、宿泊等は安藤委

員長に御照会下さい。

（lEL23－2593（自宅）33－3221（会社）

委員会報告
口一夕リー財団委員会

委員長　上野三郎

最初に、大変喜ばしいことを2つご報告申
し上げます。

1つは、今年4月末の集計で、当クラブが

「1，600％財団クラブ」と認められた証書が

財団管理委員会から到着したこと。
もう1つは、去る7月1日に佐藤衛会員か

ら「ポール・ハリスフェロー、準フェロー」

の申し出でがあったことです。年度の初日か

らこういう申し出を頂いて委員会としてほ甚

だ意を強くしている次第であり、これに続い

て続々フェローの申し出があるよう期待いた

します。
この機会に、新しい会員の方々のために

「1，600％財団クラブ」と「ポール・ハリス・

フェロー、準フェロー」について説明させて

頂きます。

私達は、種々な形でロータリー財団に寄附
をしているが、これらは、すべてイリノイ州
ェバンストンにあるロータリー財団管理委員

会に送金されます。
その寄附累計額がクラブの会員1人当り10
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ドルに達すると、そのクラブは「100％財団

クラブ」と認められ、20ドルに達すれば「200

％財団クラブ」となります。この場合、会員

数は月々増減があるので、前年度の12日最終

例会日現在の会員数を基準にすることになっ
ています。

ガバナー月信No．13に掲載されている昭和

50年4月30日現在の地区内各クラブの財団寄

附額一覧表によると当クラブのこれまでの寄

附累計額は10，678ドル（約3，100千円）であ

り又、昭和48年12月最終例会日、現在の会員

数が66名となっております。ですから1人当

り10ドルでクラブ全体としては、66名×10ド

ルコ660ドルで100％となります。

累計額10，679ドルは660ドルの16倍強に当

ります。つまり1，600％財団ということであ

ります。

因に、この表で地区内クラブの寄附率順正

をみますと

1位　相馬RC　　　　2，80叩5
2位　鶴岡RC l，〔00％
3位　飯坂RC　　　1，400％

4位　東根RC l，300％
5位　会津若松西RCl，200％

6位　会津若松RC　1，100％
ク　寒河江RC　　1，100％

ク　酒田東RC　　1，100％

となっております。又、近隣クラブは次の通

りです。

鶴岡西RC　　1，000％

温海RC　　　　　800％

遊佐RC　　　　　700％

次に「ポール・ハリス。フェロー」は、1

ケ年間に1，000ドル以上を財団に寄附した個

人に与えられる称号で、当クラブでは現在、

張　解淵君、早坂源四郎君

斎藤栄作君、張　生妹さん
の4名がこの栄誉をうけておられます。

「ポール・ハリス・準フェロー」は、何年

かの間に1，000ドルの寄附をすることを承諾

した個人が最初、最低100ドルを寄附したと

きに与えられるもので、満額の1，000ドルに

達したときは、ポール・ハリス・フェローの

称号が与えられます。当クラブでは現在
小花盛雄君、三井徹君、石黒慶之助君

の3名がこの資格をもっておられ、それに今

回の佐藤衛君が日下その手続き中です。
なお1年間に100ドル～500ドルを故人の追

悼記念に寄附された個人に贈られる「メモリ

アル・コントリピューター」として、元会員

の故三浦岩治郎氏、並びに故池内方平氏を追

悼して寄附された張紹淵君がおられます。
こういう風にいろいろな形で寄附を集める

のは、ロータリー財団が次のような大変重要

な又有益なレ国際的大事業をするのに沢山の金
がいるからに他なりません。

ロー一タリー財団の目的は「博愛・慈善・教

育的性質の確実で且つ効果的な企画によって

各国の国民間の理解と友好関係を増進するこ
と」と明記されております。

事業の内容は配付したパンフレットに詳し

く書いてある通りですが、大学院課程奨学金

、大学課程奨学金、専門的訓練補助金、心身
障害者教師奨学金を内容とする、教育補助事
業、そして、研究グループ交換事業更に特別

補助事業が昂ります。

教育補助事業では、有能で前途有為の青年
男女が財団の費用で1年間外国で勉学する機

会が与えられます。毎年700名以上の青年男
女に補助金が与えられ、創立以来これまで約
7，50C名が財団のこれらプログラムに参加し

ております。当クラブの関係ではこれまで

1975～1976菊地　敏君大学院課程

1970～1971石黒敏明君大学課程

1972　‘本間利男君研究グループ交換

の3君が参加しております。

最後に今年度の活動計画についてのご協力
のお願いですが、一つは1976年9月の研究グ

ループ交換派遣生の推せんのお願いです。

25才～35才の男子で事業又は専門的職業に2

年以上の経験があり、自分の職業についての

熱意と知識を充分もっていて人物のしっかり

した且つ英語の出来ることが資格であります

が、従業員などに心当りの万がおりましたら

是非ご相談靡います。
もう一つのお願いは、財団寄附について、

今年度は毎月1回任意の例会日を「財団協力
の日」として、この目は、財団ボックスに1

人500円程度の寄附をお願いすることにした
いと思いますので何分とも財団の意義をご理

解されて、ご協力の程をよろしくお願いいた
します。山形での地区協議会では、募金のア

イデアについていろいろきいて参りましたが

当委員会では、準フェロー申出での奨励の他
は、この「財団協力の日」一本でやってゆき

たいと存じますのでご協力を重ねてお願い申

し上げますq
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まして日本と同じ様にやはり都市化の傾向が
あります。特に若い人は、仲々集まらないと
いう情況にあります。農夫1日300円という
のは高い方で、普通のサラリーマンは80円か

ら100円位です。
処で1町歩を1日20人と云いますと計6千

円です。6千円の外に1日5回食事をさせる
となると、相当の経費負担になります。それ
でコンバインの導入という事になったのだと

思います。コンバインでやりますと1日4，500

円の賃借料としまして、食事代を入れてもか
なり経費が助かります。我々は初め日本でも
最も進んだコンバインをどうして使うのかと
いう疑問があったのですが、買う人の状態を
見ますと、コンバインは日本より倍近い金額
（約200万円）ですが、2年位で元をとるん

だという事でした。1年で日本の5年間分位　　－
の仕事をしますから2年で40町歩から50町歩

やるという事になります。

御存知の様に、台湾では普通2毛作でござ
いまして、南の台南とか高雄の方にいきます
と3回とれます。南の方から北の方に上って
来るのに40日間仕事が出来るのです。だから
高いコンバインを買っても充分まにあう事に
なります。

その様に機械を酷使することになりますと
機械の耐久性能も充分考えなければならない
し、それにもう一つはアフターケアの問題、
色々のサービスとか事後処理の問題をどうす
るかという事です。
近い処に修理の出

て参りましたカ
日本で云えは
屋さんの様な
な

す

でし
て、

か
ち

細工等
農機具
だという

はないか物色
工場と
ってい

とい吾場てと日てを仲れ

て

充分でしたので、私共としてもこ
ルと考えて参った訳です。

とりとめがなくなりましたが、後は質問で
おぎなわせて載きたいと思います。

（字数の関係で質問は省略しました）

報　　告

者

芸雷雲75書芸　諾喜ミ崖琵芋蓋霹去声提遠望鞄
口君、富樫君、薮田君、菅原（辰）君

前回の出席　前回出席率　74・29％　メークアップ

修正出席数　62名　　雷畳誌要撃品（聖賢讃恵果碧詣垣君
確定出席率　88・57％　　　今野君、嶺岸君、佐藤（忠）君、高橋（良）君一鶴岡西RC

プログラム委員会　新穂光一郎君招介

台湾の農業事情　今間製作所　取締役
技術部長　今間金雄

今回私が台湾に参りましたのは、私共の方
に、コンバインをほしいという話がありまし

て、日本で使っているその俵の形でコンバイ
ンを使用できるものか疑問でもありましたの

で、現地でテストさせて貰ってそれでよかっ

たら買って貰うという事になり出かけた訳で
す。

6月初旬から稲刈りが始まるとの事で6月
8日に現地に入りましたが、台湾は入梅時期
でして誠にイライラしながら雨の上るのを待
ったのですが、幸い向うでいう端午の節句が

過ぎますと、雨も上り連日テストを繰返して
参りました。
私共は台湾の稲は日本のものとどの様に異

るのか、大体の予想はして参ったのですが、
日本と同じ様なタカサゴ米というのと、台湾
の従来品種であるインデカ品種ジャポニカ晶

種というのでは大分違うという事になり、に
わかに雨期の問に機械を手直しした訳であり
ます。いざ機械を荷動きせましたら、誠に順
調でして、予想以上に向うさんから気に入ら
れ、商談も目出度く整い、先日35台の発註を
受けた訳であります。
今回コソパインの試験をした所は、台中の

近くのインリンという所で、ここで云えば大
山の倍位の町でございます。ここは野菜の集
散地でありますが、まれにしか日本人がこな
いという事でして、我々の見た所でも、土地
の年長者や、商店の主人が日本語を話す位の
ものでした。どうしてインリンという所を選
んだかといいますと、そのあたりは台湾でも
穀倉地帯でして農家1戸当り4町歩から5町
歩位い耕作して居り、1日大体1町歩刈取り
脱穀しなければならんという事でした。

それではこれまでどの様にしていたかと云
いますと、農家毎に20人位の季節農夫が集ま
りまして、刈る人、結束する／し、脱穀する人
が分業で、1日5回、化事前10時、12時、3
時、6時に食事をさせるという事になって居
ります。農夫一人一日300円の賃金ですが、
台中とか台慶、高雄といった所に人が集まり

出　　席

本日の出席　会　員　数　　70名　欠　席
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碍岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区
夙会場　鶴岡市本田丁二丁目　ひさ　ごギ⊃
例会日　雀毎週火曜日　午后12．30′－1．30

事務局　鶴岡市馬場町　径烏岡商工会議所内　電0235（22）5775

会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　勲

％点　　鐘

％ロータリーソング　（われらの生業）

多ビジターゲスト紹介－会　長

％会長報告　（雑　件）

％幹事報告一中江　亮君
〇新会員候補2名紹介

。山形RC創立25年記会式参加者を募る

（昭50．8．5　山形グランドホテル　2F）

。認証状伝達式（373地区西天草RC　昭50・10・26　日）

珍50年度予算説明－半田　浩君

％50年度の活動計画について

。クラブ奉仕委員会一鈴木弥一郎君

。職業奉仕委員会一三井　健君（後述）

％前西クラブ会長半田茂弥氏挨拶

％委員会報告
0スマイル－板垣親睦委員長

。交換学生に関しての雑件－小池繁治国際奉仕委員長

。インターアクトに関しての雑件（後述）－インターアクト委員会安藤定助君

％出席報告

％点　　鐘

¶DⅨmFy THE HUmAN記夏悶G　人間に威信を．／
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50年度活動計画　委員長　鈴木弥一郎

活動計画書にくわしく掲載されてあるので
詳細ほはぶく。

50年度活動計画　委員長　三井　健

職業奉仕委員会

第353地区職業奉仕事例集の発行

投稿要領
イ　投稿者　会員又は委員会

投稿部数
。必ず1クラブ1原稿は掲載します。

01部以上投稿の場合は、紙面の都合に

より掲載出来ぬ場合もあるかと思いま

すので、その採否は地区委員会にお任

かせ下さい。

その他
01年末清の新クラブは投稿自由とする

〇投稿原稿は、一切返却せず。

ロ　原稿の内容

α　会員の職業奉仕実践事例

ロータリーの奉仕の精神、四つのテスト

を生かした職業奉仕活動の事例（顧客、

仕入先関係、使用人関係、同業者関係、
地域社会関係）他会員の実践事例の紹介
でも結構です。

み　ロータリーの職業奉仕の理念に合致す

る会員の企業経営方針、店則社訓に関す

るもの。

C　クラブ職業奉仕委員会の活動の成果に

関するもの（勿論、過去の実績に関する

もので今後の活動計画ではありません。）
ハ　使用原稿

原稿紙　20字詰×20行400字用紙
3枚以内。必ず横書、楷書で書いて下さ
いぐ

頭書に題名、クラブ名、氏名（又は、委
員会委員氏名）

ニ　原稿締切

昭和50年10月31日まで必着。

ホ　原稿送付先
〒997鶴岡市上畑町5－4

荘内三菱電機商販㈱
早　坂　源四郎

TEL（0235）22－2790

へ　その他、不明の点は、地区委員長、地区

委員へご照会下さい。

委員会報告　委員長　安藤定助
インターアクト委員会

国「インターアクト指導者連絡協議会」の
開催

去る7月18日（金）18：00よりひさごやに於

てIC校顧問教師とRC、IC要員との「イ

ンターアクト指導者連絡協議会」を開催し、

次の事項を協議し、指導上の問題点を究明し
且つ懇談を行い相互の親睦及び意志の疎通を

計り、又相互の理解を深め予期以上の成果を
得た。

記

1．第353地区IC年次大会参加について

（行動、経費、服装、参加準備）

2．指導上の基本「定款、細則」「RI理事

会のICに関する方針声明書」について

3．活動用具とその活用について

（国旗、IC旗、点鐘、バッヂ、腕章、文
献、雑誌、ニュース、奉仕具）

4・資金調達について

5．例会その他の集会について

（定款第5条「会合」細則第3粂「会合」
例会場のムード作り、記録、報告、その他
の集会）

6t　社会奉仕について

（計画と事前準備、奉仕の場、方法、反省
成果）

7．国際奉仕について

（交歓、文通、その他）

8．懇　　談

出席者　R C（三井第353区IC委員長、

安藤RC、IC委員長）

鶴高専（児玉先生、篠崎先生）
鶴工高（阿部先生、関口先生）

圏　鶴岡工業高校IC認承状到着し、会長・
幹事サインの上岡クラブに仮伝達いたしま

す。

圏　インターアクト委員会の活動も委員なら
びに各位の御協力によりどうやら軌道に乗

り、各ICも活発に活動しております。之

からの重要な活動は年次大会参加、第2学

期、例会指導、半期報告準備、第3学期例

会指導、学期変更期の指導等に特別の努力
をつくしたいと思います。
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あ　る　職業奉仕勧

早　　坂　　源　四　郎

例会から帰ると、会報委員の石井敬三君から電話があって、今日の例会の週幸酎こ

出したいから、明日までに何か書いてくれと云う註文である。若い石井君の熱意を

無駄にしてはならぬと、先輩の向笠PGのお話を借用する事にした。向笠さんが

357地区の年次大会の職業奉仕部門で、引用された元RI会長の職業奉仕観である。

最初に引用されたのは、1967～68年の会長Luther H・－Hodges（ルーサー・ホ

ヅジス）氏の考え方である。彼がよく言っていた事は’tロータリアンの仕事と云う

ものは必ず成功しなければならぬ〕ロータリアンと云うのは、必ず成功した事業の

経営者である筈である。短い目で見てはそうはいえないかも知れないが、長い目で

見ると自分の職業を最もよく世の中のためになる様な形で運営していくと、職業と

云うものは、世の中に存在することが世の人のために役に立つ。役に立つ職業を、

最も人の役に立つような方法で運営していくと云う事が長く続けば、結局は繁栄し

ていなければならない筈である。若しそうでなければ、非常に短い期間なら繁栄す

るかも知れないが、長い目で見ればうまくいかないだろう。’’

ロータリアンと云うのは成功した事業の経営者である筈だと云うのが、ホッジス

氏の結論でした。

次に1966～67年の元RI会長Richard L Evans（リチャード・エバンス）氏

の言葉である。（ェバンス氏は私が鶴岡クラブの会長の折、RI会長でした。）

ロータリーでより好い世界を”のターゲットを出したモルモン教のテレビ講師で

した。先年亡くなられましたが、同氏が提唱していた言葉にワン・ウェイ・テスト

と云うのがあります。四つのテストで無くて一つのテストです。

tlそれはみんなのためになるか？”

ttIsitgood forPeople？”と云う事を、何かやろうとする時に自問自答してみろ

という事です。もしその答がttイェス”なら、やりなさい。ttノー”だったら、どんな

にそれが利益があっても止めなさい。
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之をホッジス流に翻訳すると、tlそれは結局みんなのためにならないから”という

事です。みんなのためにならない事業というのは、一時は繁栄するかも知れないが

結局駄目になる。どんなに儲るものでも止めなさいと云うのが、エ／ミンス氏の一つ

のテストです。（以上向笠PGのお話より抜葦）

さて、皆さんこのワン・ウェイ・テストのttみんなのた鋸こなるかどうか’’という

言葉は、四つのテストの第四の言葉と同じものです。日木語では正にその通りです

が、原語を調べて見ましょう。四つのテストは”willitbeBENEFICIALtoall

concerned”とあります。gOOdとBENEFICIALとの相違は暫くおいて、私は原語

の最後の言葉が問題だと思うのです。四つのテストのttみんな”は、関係者、即ち顧

客消費者、従業員、仕入先、同業者等の関係者全員という意味でしょう。

ェ／ミンス会長のttみんな”はPeopleで、これはもっと広く社会の人々という意に

解すべきでしょう。公害、環境保全、自然との調和、インフレーション、物価等の

諸問題を考える時、企業と専門職業人の社会的責任を考える時正に私共のテストは

広くPeople全員に向けられる可き時代に在ると云わねはなりません。勿論国際的

にも。

私はOne Way Testを発表されたエバンス会長の真意が、どこにあるか知りま

せんが、私が会長時代に受けた強い印象は、彼の透徹した哲人的面影です。今、彼

のこの言葉を思う時、改めて彼の優れた英知に強く胸を打たれた次第です。

7月13日三井徹先生の長男三井玉男君　会報810－ト2前幹事就任挨拶小松広穂は〔辞任挨拶〕の誤り。

県医師会ゴルフ大会で優勝 会報811－2－2地区協議会報告中、ガバナー
安藤先生は〔バストガバナー安斎先生〕の
誤りにつきお詑びして訂正します。

出　　席　　報　　告

本日の出席　　会　　員　　数　　　　70名　　欠　席　者

出　席　数　　54名　等君こ望苧貨講義㌣要語敵軍慧藤

出　席　率　77・14％　品君こ謂諾意鮎裏戸謹欝賢姦
田君、青野君

前回の出席　　前回出席率　　75．71％　　メークア フ

阿部
修正出席数　　　　64名　　　石井

三井
確定出席率　　91・43％　　（辰）

ビ　ジ　タ　ー　　半田勇三郎君、半田茂弥君一鶴岡西RC

り
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鶴岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

夙会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや
例会日　毎週火曜日　午后12．30′一1．30

事務局　鵠岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電0235（22）5775

会長　佐　藤　　忠　　　幹事　吉　野　　勲

％点　　鐘
％ロータリーソング　（奉仕の理想）

珍ビジター・ゲスト紹介

％会長談話・報告
。交換学生バーバラ　7月27日帰国、ホストハウスの各位、在籍校の鶴工高、

羽田まで同行された三井、石黒両君の奥様に心から感謝申し上げます。
。庄内分区会長幹事会（酒田産業会館）が開催され、活動計画書を提出交換I

CGF（9月7日　ホストクラブ余目）について討議、今年は全体討議だけ

の形でやることに決定した。テーマは8月10日まで各クラブ及びモデレーク

lより提出して戴きます。地区協議会は役員の勉強の場ですがICGFは会

員の研習の場ですので多数会員の参加を希望します。
。姉妹クラブの鹿児島西RCより新たな会長・幹事就任の挨拶状が来ました。

会　長　福　田　敏　之　（南日本放送）
幹　事　池　田　　　広　（池田放射線科医院長）

％幹事報告
年次大会のお知らせ　山形西RC
lO月3日～5日（於山形市民会館ホテルオーヌマ）その他省略

珍今年度活動計画報告
社会奉仕委員長　市川輝雄君（後述）
国際奉仕委員長　小池繁治君（省略）

％委員会報告
インターアクト委員長　安藤定助君（後述）

珍出席報告
珍点　　鐘

’Il）ⅨGN『Y THE HUmA円田ヨNG　人間に威信を／
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50年度活動計画

国際奉仕委員会
委員長　小池繁治

活動計画書にくわしく書かれていますので
会長　佐　藤　　　忠

最近ライフサイクル「生涯設計」という目　会報では省略します。

新しい言葉が生れました。クリーン三木さん

が石油危機以後、人間と自然の調和から環境

保全を提唱、企業理念の問題から不公平是正

を……　今度の構想は四つのテストならず柱

からなる福祉対策のようです。

要は平和な社会、幸わせな人生の設計計画

委員会報告
インターアクト委員会

（会報係）

委員長　安藤定助

インターアクトクラブ第10回年次大会報告

期　　日　昭和50年7月25、26、27日

（2泊3日）
であり、ロータリーで提唱する「おもいや　場　所　福島県婦人会館（飯坂温泉）

り」と世界の人々が四つのテストにより行動　　ホストクラブ　（学、法）

するならば理想社会の実現も不可能ではない

かも知れない。

然し乍ら「云うは易し、行うは難し」・…・・

50年度活動計画

社会奉仕委員会
委員長　市川輝雄

社会奉仕委員会の今年度活動計画は活動計

画書にくわしいので省略するが、鶴岡PCの

社会奉仕委員会としては、ユネスコをもっと

理解し協力できたらと考えます。

ご存知の様にユネスコとは国連の一機構で

国際連合教育科学文化機関の略称でありま

す。世界平和を目的とするユネスコ憲章にの

っとり教育科学文化を通じ、人権尊重と相互

理解を深めようとする団体であります。

当クラブの阿部裏会員が、つとに鶴岡ユネ

スコ協会を組織し、当地方における最初のユ

ネスコ子供学校を設立し、継続されている訳

ですが、当初40名程の協会員も現在わずかに

なり、又この年会費も200円という金筋で、

殆んどほ阿部会員の犠牲によって、まかなわ

れている現状です。

会員諸兄もその趣旨に賛同せられ社会奉仕

活動の一環として、是非全員協会員として参

加願えたら幸甚と思います。

緑ヶ丘高等学校インターアクトクラブ
スポンサークラブ

福島ロータリークラブ

大会テーマ「リーダー養成と社会奉仕」
大会方式　トレーニング方式

参加人員　インターアクトー10校　95名

OB－2名、OG－1名

顧問教師－14名、交換学生－4名
ロータリアン

所　　感

1・大会準備と進行
。極めて綿密周到に準備され、時間刻みの

ハードスケジュールもホストクラブ役員

顧問教師の見事なチームワークと若い情

熱によって極めてスムースに進行した。
。現情勢下経費についてはホスト校、スポ

ンサークラブ共多大の負担になった様

だ。

2．参加態度
0本大会がトレーニング方式をとられるこ

とが予告なかったために多くの参加校は　　　）

交歓．親睦主体の大会参加の心組みのた
めに伸々溶け込めず双方の歯車が合わず

最後迄この問題が介在した。
。以上のためか起居、行動に精々節度に欠

け、為にホストは非常に苦労していた。
0学習及び分科会のテーマに対する事前研

究が不十分だった。
0交換学生との交歓はさすが鶴工ICが素

晴らしく、この先鞭によって各インター

アクトの交歓の輪が拡がった。
。交換学生（4名共オーストラリヤ）の資

質及び参加態度は目に余るものがあっ
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た。この度MSバーバラの優秀さを改め

て見直した。
。顧問教師の熱心さ、真剣さには敬服の外

なかった。毎日、日課終了後深更迄ミー
ティングを行い諸問題を討議され、ロー

タリーとも2回にわたる協議会を開い

た。
0ロータリアンの参加はお世辞にもはめら

れたものでなく、先ず各校スポンサーE

Cの参加が非常に少い。
3．給　食

0宿泊、食事、飲料、防暑共によく配慮さ

れ、特に食事は物価高の折1泊3食付
3，400円にも拘らず極めて優秀な且つ十

分な献立であった。
0以上の配慮にも拘らず輿食者の好き嫌い

による残飯（特に刺身、たまご、野菜、

煮込等）の多いのに驚いた。

4．成　果
。地区内全インターアクト300名中、約100

名の参加を得で慣れないまでもホスト校
の適切なリードによりトレーニング方式

によってインターアクトの最大の目標で

あり、本大会のテーマの「リーダー養成

と社会奉仕」の基本、ロータリー及びイ
ンターアクトに対する理解、交換学生を

中心に国際理解と親善等多くの成果を挙
げることが出来た。

0年代、目的、目標を同じくする同友、起

居、学習、交歓を共にし目を合せ、言葉
を交し、手を振り多くの友達を得たこと
を限りなく喜んでいた。

。顧問教師同志の熱心な意見交換、ロータ

リーとの協議、懇談により年次大会、イ
ンターアクトの運営その他について掘り

下げた検討を行われたことは今後の運営
に貴重な原動力となった。

米山奨学会にもっと寄付金を願いたい

張　　　　　紹　　　淵

Ⅰ　お願いは

今年も毎年と同様に、日本のロータリアンの全員から、クラブごとに、会員一人に

つき、（lJ年額1，000円以上を定額として、寄付していただき、そして、（2）各クラブが

任意に、一口、年額500円を増額するように、普通薔付をおねがいすると共に、（3）特

別寄付金には、クラブとして、又は個人として、お願いすることであります。

Ⅰ　その理由は

①　現在、日本では

外国人留学生に対する奨学制度が諸外国に比して、極めて貧弱であって、留学生の

中で、政府奨学金をうけている国費留学生は憎かに15％弱で、残りの85％強の殆んど

が私費留学生であります。特に、東南アジア諸国が最も必要としている、学問的で、

技術的指導者の養成が肝要であります。そこに、米山奨学事業が果たしている役割は

高く評価され、多大なる感謝を寄せられていると共に、その拡大発展が、益々大きく

期待されているからであります。

③　米山奨学金の使命は

金銭的援助だけではない、外国の善良な私費留学生の殆んどが、孤独な思いをして

勉学を続け、言語も風俗も習慣も違うし、ときには誤解までされて、異国での生活苦

と闘いながら、向学、苦学する万々は、われわれの想像以上の苦しいことがあるから

です。それで、少ないながらも、毎月4万円を支給しているのであります。
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③　故米山梅吉先生は

明治元年、東京の芝田の村町に生まれて、5歳にして父を失い、貧困のため母の郷

里である三島に移り、神童といわれていた彼は、静岡県長泉町の大地主、米山家の養

子となったが、地主の若旦那がいやで、東京へ逃げて苦学すること4年、更に渡米し

て異国での苦学生活8年、42歳のとき帰朝して、三井銀行の常務取締役となり、成功

した先生であって、苦しい異国でのなみなみならん多くの苦学を経験したから、一層

奨学会に熱中したものと考える。

④　仙台の奨学生達の選考のときに
tt苦学のた桝こ貯えて来たお金はもうなくなり、1年間だけでも援助して下さいま

せと”涙ぐんでお願いするあの声と、みすぼらしい真面目な外国留学生達のおねがい

の姿を目の前にした私も、米山先生と同感でした。これは私ばかりでなく、全ロータ

リアンの皆様も、同じく感ずるところであります。

Ⅱ　む　す　び

異国のなみなみならぬ生活苦の、真面目な苦学生達も、皆同じ地球上に住む友達

だ．′、皆、親戚だ．′、皆、同じ家族だ．／、奉仕の理想を鼓舞し、育成する我々ロータ

リアンは、皆元気を出してご支援を切にお願い致します。

そして、彼ら、奨学生達を救助するための募集期間は、毎年10月1日から始まり、

11月20日に締め切られることをお忘れなく、クラブ幹事様、会員の皆様におねがい致

します。ありがとうご座います。

㊥政治とは、不可能を可能にするわざである。

㊥人生は、妥協の連続であり、争いの解決に終始する。

報　　告

阿宗君、嶺岸君、中野（垂）君、斎藤（栄）君

斎藤（倍）君、佐藤（友）君、佐藤（正）君、

津田君、進藤君、高橋（正）君、鷲田君、
清水君

77・14％　メークアップ

60名　　薮田君一新潟RC
阿部（公）君、阿部（裏）君、五十嵐（伊）君、

85・7け　　　横山君、吉野君一鶴岡西RC

ビ　　ジ　　タ　　ー

奥村知介君一習志野RC

佐藤昭吾君一温海RC

林権之助君、阿宗健一郎君、松田善三郎君、土井秀樹君、菅原松雄君一鶴岡西RC
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鶴岡ロータリークラブ会報

亀15
1975－8－5　物6

錦岡ロータリークラブ　創立昭34，6．9　承認昭34．6．27　353地区
例会場　鵠岡市本町二丁目　ひさごや
例会日　雀壷過りく曜日　年后12．30′｝1．30

事務局　鶴岡市馬場田丁　鶴岡商工会議所内　竃0235（2215775

会長　佐　藤　　忠　　一幹事　吉　野　　勲

％点　　鐘

％君ケ代斉唱　ロータリーソング（奉仕の理想）

％ゲスト・ビジタ「紹介　　新入会員紹介

％会員誕生・奥様誕生祝－板垣俊次親睦活動委員長

％年間・月間出席表彰－斎藤栄作出席委員

％新会員紹介－推薦者新会員挨拶
荘内銀行頭取　玉城俊一氏　会長紹介　　　商業銀行（R財団委）
鶴岡楽器専務　皆川英二氏　鈴木善作君推薦　楽器小売（SAA）

％会長報告
⑳本日叫形RC創立25周年記念式典に早坂PG、鈴木副会長、小花、三井（徹）、安

⑳一昨年353地区大会委員長の重費露去れた金井竺禦・30退会）を餞会員に
推挙－（理事会決定事項）＼＼

⑳青少年委員会事業としてボーイスカウトに天幕二張寄贈
⑳姉妹クラブの鹿児島西ECに会長就任の挨拶状と活動計画書発送
⑳本年度も2カ月目、8月より本格的にその実践に取組まれる様期待します。

㊥幹事報告　　雑　件

％スピーチ　　石黒慶之助君（ロータリー情報委員長）－後述

％委員会報告　　青少年委員長　中野清吾君－後述
社会奉仕委員長　市川輝雄君－後述

％雑　件（庄内花笠おどりの案内）東通り振興会会長　鈴本善作氏

珍出席報告

％点　　鐘

TD以GFⅦFyTHE帽JMA円】調ヨ門G　人間に威信を．′
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会　　長　　卓　　話　　　　　　　　　会長　佐　藤　　　息

◎2年程前のPHP誌に戦前派と戦後派の違いという事で「駅弁のふたをあけて、まずふたに

くっついているご飯粒を丁寧に食べる奴が戦前派、そんな事をしないのが戦後派」、「一粒

の米も大事に味わう心は父祖伝来私たちの中にあった。それを失っていいものではないと思

う」このようなことが書かれてあった。

私は戦前派ですが高度成長経済下に消費の物量こそ、生活の豊かさであるが如き錯覚をし

又慣らされて来た感があります。日本伝来の自然や心の豊かさを云々する前に私自身勉強し

なければと思ってます。

委員会報告
社会奉仕委員会

委員長　市川輝雄

内川の清掃美化運動に協力
0期　　日　8月7日（木）

午前8時～午後3時
0集合場所　三雪橋左岸消防木部わき
0清掃区間　神楽橋（七日町通り）～H芹和橋

（昭和通り）
0参加者　内川を美しくする会

内川沿線町内会
鶴岡商工会議所青年委員会
鶴岡青年会議所
鶴岡銀座商店街振興組合青年部
会
鶴岡ロータリー
インターアクトクラブ
ローターアクトクラブ

ライオンズクラブ
。作　　業　川舟に乗り、川底のゴミの除去

及び護岸の除草、それを川より
引き上げる。

委員会報告
青少年委員会

委員長　中野清吉

鶴岡第三中学校特殊学級卒業生の集いであ

る若葉会の会員が、毎年お盆休みの帰省の機

会をとらえて集い、各々の職場を通じて、体

験談等を発表し合いお互いの理解を深め、同

時に激励し心の援助をして居ります。

鶴岡ロータリーでは、この会に出席して今

年で3年目になりますが、卒業生は勿論のこ

と教師にも深く感銘を与えて屠ります。

この8月10日（日）午前10時から午後2時

半迄鶴岡第三中学校に於いて、今年度の若葉

会を催す事になりましたので、会員の皆さん

の多くの御出席をお願い申し上げます。

新会員のために（第1回ロータリー情報スピーチ）

ロータリー情報委員長　石　黒　慶　之　助

本日、今年度第1回の会員増強を見ることが出来、新会員を心から歓迎申し上げま

す。
ロータリー情報委員会は、「将来会員になる見込みのある人に、ロータリー・クラ

ブにおける会員の特典および義務を知らせたり、会員とくに新会員にその人たちの特

典や義務を完全に理解させたり、会員にロータリー、その歴史、綱領、規模、および
活動を知らせたり、また国際ロータリーの管理方法の発達について知らせたりするこ
と」を任務とされている。換言すれば会員特に新しい会員に対し、ロータリーを早く
理解していただくようお世話をする委員会であります9

今年度の委員は私の先輩ロータリアンである男網君、津田晋介君と私の3人であり
ます。共にその重責に恐れおののいています。わがクラブにはロータリーに精通する

優秀な会員が沢山おられますので、ことある毎ご支援を賜ることをお願いいたしま

す。
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今年度の活動方針については、クラブ活動計画書をご覧いただけばお判りなるわけ
‾ですが昨日急に新穂プログラム委員長より何か新会員にためになるような情報を10分

間で話すようにと依頼を受けました。情報の提供は固苦しくて皆さんに余り菩ばれま
せんので今年度は主として新会員を対象にロータリーの初歩から勉強してみたいと考

えます。本当に勉強したい方々には種々文献も用意してあります。例会とは別に勉強

会を開催しそこで真剣に話し合って行きたいと思います。これをロータリーではファ
イアーサイドミーテングと称し、ロータリーの重要な会合とされ頻回開催することを

推奨されています。その際は特に新会員は万障繰り合せ御参加賜りたいと考えます。
（第1回は9月2円夜5時から開催予定）

新会員とはどんな会員かというと、鶴岡クラブでは現在
1．入会1カ年以内の会員　10名

2．入会2カ年以内の会員　　3名が対照となるものでありましょう。

しかし古いロータリー会員には種々な方がいます。穴沢PGの言では

／（。オイタリアン　会長、幹事の経験者、シニアアクチブ会員、バストガバナー
0ロータリーヤ……ロータリーの理屈には精通しているが奉仕活動には参加しな

㌧

い。

0ロータリー馬鹿（ローキチ）…‥・1コータリーのことを最優先に考えて奉仕活動

を行う会員

新会員をこのリークリー馬鹿（ローキチ）になるよう種々な資料を提供することが

委員会の任務と思います。また皆さんからも種々ご質問いただき委員会自身も共に勉
強してみたいと思います。

今回は新しい優秀な会員をお迎えしましたのでロータリーの初歩的な概要を申し上

げ第1回の情報提供と致します。
ロータリーは創立後70年を経過し、現在151カ国16，467】iC775，000人の会員を持つ

国際的な団体であります。私共は会員同志が親睦を深めながらt－奉仕の理想”をかかげ

他人の身になって職業に、社会に、或は国際的に奉仕活動を推進しようとしているわ
けであります。ロータリーの会員は平等な権利を義務を持って逼り、必ず何かの役を
持っています。遊んでいる人、傍観者はおりません。ロータリ二では皆がなにか、か
にか奉仕活動を行なっているわけで、ロータリーには観覧席がないことになっていま

す。そして役員は毎年交代し同じ役に永くつくことは原則としてないことになってい
ます。従って会長職も幹事職も何時か皆さんに廻って参ります。そして会長も任期を

終えれば普通会員としての資格にもどります。ロトークリーでは一旦指名を受けたらこ

れを拒香しない慣例となっている。私共ロータリーの本部は米国イリノイ州エパンス

トソ市にあり、今年度の会長はェルネスト・インバツサイ・デ・メロ氏（ブラジル）

であり、今年度のターゲットはTo Dignifythehumom beingtt人間に威信を”と発

表されています。
p～タリーの本部をRotanyInternational、国際T］一夕リー或はRIと呼称して

いますが、吾々のクラブはこのRlに直結して運営され、吾々ほ鶴岡RCの会員であ

ると同時に国際ロータリーの会員であります。鶴岡RCとRIとの中間に日本ローータ

リーとか東北ロータリーとか山形県ロークリト・とかの単位は介在しません。然し乍ら

RIが世界中16，500位のクラブを∴っ一つ細かに指導することは不可能でありますの

で、世界中を幾つかの地区に分け、そこにRIの役員たる地区ガノミナーが任命され、

運営、クラブの指導に当るようになっています。私共の所属する地区を国際ロータリ
ー第353地区、山形県、福島県の2県が一緒であります。今年度の地区ガバナーは高

坂知甫先生（ガバナーには先生をつける習慣ある）です。第353地区には現在71RC
3，215名（50年6月末現在）のロータリアンが屠り、また庄内分区には　9RC374名

（50年6月末現在）の会員が居ります。日本全体では21地区1，250RC67，000名の会

員がおります。
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わが鶴岡RCは歴代会長以下役員皆様のご努力と会員の熱心な協力により、地区内
でも優秀なクラブと目されています。誕生は、昭和34年6月9日創立、昭和34年6月

27日RI承認、スポンサーRCは山形、山形西、特別代表は安斎徹PGであり初代会

長小花盛雄君、幹事安藤足助君であります。現会長佐藤忠君は鄭7代目の会長であり
ます。

委員会の計画としてファイアー・サイド・ミーテングの内容は
0°－タリーの概要、定款・細則、綱領など
0ローータリアンの特典と責任・義務
0ロータリーの奉仕活動
○ロータリー用語とロータリーの会合

などについてロータリーの原点に帰って勉強したいと考えています。

山形花笠まつり庄内会場実施に付いて　　東通り振興会会長　鈴　木　善　作

山形花笠まつりに次く“恒例の庄内花笠まつりが今年も8月10日、1日］の2日間、東通り昭和　一

通りでにぎやかにくり広げられることに決まりました。今年で8年目となり庄内各地から50団

体約3，500人が参加される外、昨年通り「ミス庄内花笠」2名決定、パレードに花をそえます0

その他「シャンシャン隊」「フラワー隊」「ヤング花笠隊」「ケヤリ隊」等参加致します。

本年度の予算は約280万位で山形県より15万鶴岡市より35万、商工会議所より2万円、一般

寄附金として23万円、協賛金（アーチ、ボンポリ代）197万円等であります。皆様の事業所に
もすでに鶴岡市長名で御依頼状御届き御寄附、協賛金を頂戴致しております。誠に有難う御座
いました。

今年も荘内銀行さん、山形銀行さん、山形相互銀行さん、鶴岡信用金庫さん、日木生命鶴岡

営業所さん金屋興業さん等よりは沢山の御参加下さる予定、一段の盛大裡に終えますこと御願
い致しております。

尚、本年は　アーチ42本　ボンポリ90本　設置致しました。

8月1日より山王町日本生命保険鶴岡営業所前よりアーチ及びボンポリを立て5日より点燈

致してパレード、街路を明るくしてありますから夜のお散歩に是非御出下さい。

会　員　誕　生

安藤足助君、早坂源四郎君、三井徹君、
三井賢二君

奥　様　誕　生

風間慶子様　三井章様（健）
佐藤奈津子様（伊和治）清水ミュ様
手塚峰子様　吉野英子様

年　間　皆　出　席
12年間皆出席　　五十嵐伊市郎君

7月140％出席　　2名

張君、小野寺君
7月120％出席　　8名

阿部（公）君、黒谷君、中江君、佐藤（忠）君、

佐藤（衛）君、菅原（啓）君、横山君、安藤君

7月100％出席　　45名

阿部（褒）君、早坂（源）君、半田君、飯自君、
石井君、石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君
市川君、板垣君、海東君、上林君、風間君、
小花君、小池君、今野君、小松君、嶺岸君、
三井（徹）君、三井（賢）君、三井（健）、三浦君
森田君、完網君、中野（重）君、中野（清）君、
石川君、佐藤（昇）君、佐藤（順）君、佐藤（友）君　＼・／
新穂君、菅君、鈴木（善）君、鈴木（弥）君、高
橋（良）君、手塚君、富樫君、上野君、清水君
山本君、薮田君、吉野君、内山君、山口君、
菅原（辰）君
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鴻岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

例会場　鶴岡市本田丁二丁目　ひさごや
夙r会日　毎週火曜日　午后12．30′｝1．30

事務局　鵠岡市馬場町　鴎岡商工会議所内　電0235（2215775

会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　勲

％点　　鐘

％ロータリーソング　（我等の生業）

％ビジター・ゲスト紹介

％会長報告

令山形RC25周年記念式典　8月5日開催、出席された早坂PG銘木

副会長小花君　ご苦労様でした

㊨内川を美しくする会よりの話　7日強雨のため8月21日に延期

⑳会員高橋正太郎君（東海大附属病院療養中）と電話で交歓皆さん

によろしくとの事

％幹事報告　　雑　件

多立川RC会長挨拶一奥山俊夫氏

多会員スピーチ－阿部　案君（後述）

珍鶴岡ユネスコ協会入会勧誘一阿部裏君（後述）

多委員会報告一一青少年委員長中野清吾君（後述）

⑳出席報告

多点　　鐘

¶DⅨGN『Y THE HuMAN BE互NG　人間に威信を．′
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⊥　　　　」

吟野　鼠
原爆記念の式典が、また広島で行われた。二度

と原爆の被害など起らないよう、世界の平和を顧

って、20万の市民の祈りが捧げられた。それは、　　　〆声二

現在は、原爆の被害が起る可能性がまだあちこち

にあるからであろう。

日本では、自ら被爆国と称して、原水禁や原水協の運動が盛大に行われている。し

かし、同じ原水爆の禁止を訴える組織が、二つに別れているのを見て、一般国民は、

それを単なる政治運動と思って、むしろあきれているのが実情であろう。この国民の

気拝を、両者は知らない筈はないと思うが、それよりか、わが党の方針の方が重大だ

と考えているのであろうか。

鶴岡市では、最初、原水協が成立した。当時は、社会党、共産党はもとより、自民

党の市会議員も参加してくれていた。農学部からは、わたしも参加した。わたしは、
ユネスコ運動をやっていた立場もあり、また原水爆の禁止には心から賛成していたの

で理事長を引き受けた。

広島には、戦前から叔父の家族が住んでいた。わたしは昭和21年の秋に清洲から引

揚げて郷里に帰ったが、日本の空襲の跡など知りたいと思って、まず仙台の叔父の家

を訪ねた。そして、東一番丁あたりが、全くの荒野原になっているのを見た。

翌年、日本動物学会が広島で開催されたのを機会に、わたしは広島の家を訪ねた。

西白鳥町に建っていた叔父の家は、勿論、焼失していた。そして、まだ整理のすまな

い敷地に、いわゆるバラックの家というより小屋が建てられていた。原爆投下の目、

叔父は幸に出張していたそうで、無事だった。叔母は、子どもを見送って家の入口に

いたが、その時閃光と轟音が起り、猛烈な爆風で、家は倒れてしまった。叔母は、梁

の下敷きになったが夢中で梁を押し上げ、屋根瓦を押しのけてやっと首を出した。周

りには建っている家は全くなく、あちこちから煙が上っていたという。

それからの話は長かったが、とにかく生命はあって良かった方であった。勤労動員

で出ていた従妹は、学校のグランドに居たが、光といっしェに地面に倒されたとい

う。そして、起き上ろうとすると、服の上面や髪の毛は、焼けて消失し、地面に疫し

た部分だけは残っていた。この従妹は、右腕にケロイドができ、足の骨の髄部から隈

が出るといって寝ていた。

その頃、広島の高台の万に、原爆研究所が建っていた。動物学会が終ってから希望

者には特別に、この研究所を参観させてくれるというので、わたしは、勿論希望し

た。かまぼこ型の研究所はアメリカで建てたものだが、中にはいると、冷房されてい

たので、まず驚いた。

そして、会議室のような所で、一通り研究目的の説明を聞いた。その目的は、原爆

投下当時、妊娠していた婦人は、その後放射線の影響が、どのように現れるか、つま
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りどんな子どもが生れるかを15年間位にわたって調査するのだとのことであった。

放射線傷害のひどい胎児は、たいてい死産したそうで、そうした胎児の標本が直径

25cm高さ35C盈くらいの標本ビンに入れられていた。そして3段位の陳列棚に50箇あま

りびっしり並べられていた。

胎児は全部奇形であった。手、足が極端に短かく頭と胴ばかりのようなもの、腎部

で互につながった双生児、皮ふに紫の配点が現れてササゲの模様のようなもの、頭蓋

骨が無くて脳が外に露出しているもの、目が一つしかないもの、このような奇形の胎

児が、ずらりと並んでいた。説明によるとこうした奇形は、自然の状態でも生れるこ

とがあるそうであるが、放射線の影響を受けると、出現率が10倍から20倍にもなると

のことであった。

原爆ドームにも行ってみたが、周りには鉄条網が張られてあった。しかし、鉄条網

のあたりには10枚位重ねたままの皿が高熱でとけたのであろう。ひとかたまりに粘り

ついたのが、ごろごろ放り出されていた。傍には地蔵尊が建てられ、赤い腹巻きをし

められていたが、その前に線香がともっていた。

今になってもきれいな水爆などというのはどうした神経なのであろうか。

鶴岡ユネスコ協会入会勧誘　　　　　旺国

阿　　　部　　　　嚢
ユネスコはあなたの

協力を求めている

ユネスコとは

ユネスコとは、UnitedNationsEiucationalScientificandCultuTalOrganizr

ation（国際連合教育科学文化磯関）の頭文字U・N・二・S・C・0を集めた略称です。

1945年11月16日、「ユネスコ憲章」が採択され、翌年11月4日、ユネスコは国際連合

の専門機関として発足しました。本部（事務局）はパリあり、現在135カ国が加盟し

ています。

ユネスコ憲章とは

ユネスコ憲章前文－この憲章の当事国政府は、その国民に代って次のとおり宣言す

る。

戦争は、人の心の中で生れるものであるから、人の心の車に平和のとりでを築かな

ければならない。

政府の政治的及び経済的取極のみに基づく平和は、世界の諸人民の一致した、しか

も永続する誠実な支持を確保できる平和ではない。よって、平和は失われないために

は人類の知的及び精神的連帯の上に築かなければならない。

第1条　目的及び仕方

1．この機関の目的は、国際連合憲章が世界の諸人民に対して人種、性、言語又は宗

教の差別なく確認している正義、法の支配、人権及び基本的自由に対する普遍的

な尊重を助長するために教育、科学及び文化を通じて諸国民の間の協力を促進す

ることによって、平和及び安全に貢献することである。

鶴岡ユネス　コ協会（創立昭和24年7月16日）

鶴岡ユネスコ協会規約

第二条　本会の目的はユネスコ憲章に基づいて、世界の平和と安全とに貢献せんとす
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るもので鶴岡を中心として教育、科学、文化の面におけるいろいろの活動を

通しユネスコ精神の普及および実践をすることを使命とするものである。

第三条　本会の目的使命に協賛する人を以って会員とする。

鶴岡ユネスコことも学校　（創立昭和24年11月24日）

教育目標
卜　平和を愛し、世界の子供たちと仲よくしましょう。

2．日本の文化のはかに、外国の文化もよく知り広い心の人になりましょう。

3．生きものをいつくしみ、自然を愛しましェう。

4．正しいことを言い、また、それを実行する勇気をもちましょう。

5．わがままをすて、世のため、人のためにつくしましょう。

事　　　業

1．ユネスコ世界児童画展（外国との絵の交換）

2．ユネスコサマー・スクール（ユネスコの特別勉強）

3．創立記念日のお祝（人形劇、影絵、芝居など）

4・採集会、見学など。

委員会報告
青少年委員会

委員長　中野清書

1．第5回ボーイスカウト山形県大会

最北、庄内地区ジャンボリー盛況裡に終

る。

①　去る8月5日～8日（3泊4日）七窪

地蔵清水キャンプ場に於て開催された上

記ジャンボリーは最北地区及び庄内地区

ボーイスカウト、指導者父兄等約300名

の参加を得て折柄の雷鳴、強雨をものと

もせず寧ろ訓練の好材料として元気一杯

盛況裡に終った。

②　大会テーマの「仲間をよほう」の第

3日行事には地域の青少年及び今年創立

出　　席

した田川地区のガールスカウト一隊等約

50名の参加を得た。

③　クラブより寄贈した野営天幕2張は特

に悪天候下の野営に役立ち大変感謝され

た。

2．鶴二中特殊学級卒業生「若葉会」の夏の

集いを激励、援助

去る8月10日鶴二中に於て開催された上

記集会に市川社会奉仕委員長を始め中野、

高橋（良）、安藤各特定委員長参加し金一封

を贈り又集会に共物し之を激励した。

ス　マ　イ　ル

。阿部公一君　亀屋ホテルの増改築地鎮祭

0阿部　嚢君　鶴岡ユネスコ協会勧誘のため　＼）

報　　告

本日の出席

会　員　数　　　72名

出　席　数　　　54名

出　席　率　75．00％

欠席者儲註）蓋鞄諾重き毒語欝書
橋（正）君、佐藤（宇）君、津田君、鷲田君、
内山君、菅原（辰）君

‾　一　　　㌦∴　－1‥

≡田中正司君一鶴見北RC　岡大悦衛君一束京王子RC奥山俊夫君一立川RC
ビジタ　ー月、林忠康君、土井秀夫君、矢尾板章君、菅原隼雄君、原田行雄君、

†阿宗健一郎君、羽取田正吉君一鶴岡西RC
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閑岡ロー∠交リークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

例会場　鴎同市本町二丁目　ひさ　ごや
例会日　毎過火曜日　午后12．30′一1．30

事務局　荘鳥同市馬場口汀　蹄岡商工会議所内　電0235（2215775

会：昆　佐　藤　　忠　　　幹事　吉　野　　勲

％点　　鐘

％　ロータリーソング　（それでこそロータリー）

％　ビジター・ゲスト紹介

交換学生　斎藤太一君、伊藤久美さん　ロー－クーアクト2名

％会長報告
⑳地区ロータリー情報研究会が9月13日に山形で行われます。

義務出席は会員増強、ロータリー情報、広報、青少年、会長
⑳新穂君の訪台に際し姉妹クラブ台湾台中港区RC会長宛にメッセージを託した
㊨　9月7日余目に於いてICGFが開催されます。　テーマ（後述）
㊥最北水害見舞金募金（45，400円）
⑳353地区本年度派遣学生合同送別会（8月17日）山形に於いて

三井徹、小池両君出席
㊥交換学生の歓送、餞別、バーナー、民芸品贈呈・委託

％交換学生の紹介－－　国際奉仕委員長小池繁治君
斎藤太一　鶴岡工業高校卒業米国オハイオPiquaRC（D－667）

伊藤久美　鶴岡工業高校2年米国コネチカットEeastHamptomRC（D⊥798）

珍交換学生斎藤君、伊藤さん挨拶

珍鶴岡ユネスコ協会加入勧誘－社会奉社委員長市川輝雄君

％幹事報告
⑳遊佐RC　遊佐町商工会館に例会場、事務局を変更

％会員スピーチ石井敬三君（後述）

％鶴岡RCフォーラム開催案内　ロータリー情報委員長石黒慶之助君（後述）

珍出席報告

％点　　鐘

TDD和銅『YTHE HUMArl BEJMG　人間に威信を／
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台中港区扶輸杜

会長　呉　　金　　生　殿

国際ロータリー第353地区

鶴岡ロータリークラブ

会長　佐　藤　　忠

其夏のきびしい暑さでありますが会長様を
はじめ会員の皆様に於かれましては益々ご健
勝でお過しの事とお慶び申しあげます。
扱て、私この度当クラブの1975～76年度会

長に就任致しましたが、7月中はクラブ内の
諸事に追われ、心ならずもご挨拶を申しあげ
るのがおくれました事を心からお詫び申しあ
げます。

貴クラ ブとは今年3月の盟約以来、公私に
亘り交流を重ね、着実に親善を深めつつある
事は泡に喜ばしい事で、特に3月の盟約式典
に見られた貴クラブの、友好的なお心づかい
やその後の会員の皆様の積極的なご活動は当
クラブ会員一同敬服申しあげておる次第であ
ります。

新年度の会長としまして、更に一段の成果
を期待しながら、強力な活動をして参りたい
と存じ、国際奉仕部門に新に国際親睦委員会
を設けて、海外3姉妹クラブと密接な進撃を
保ちながら、国際間の相互理解を通じて親善
と友情の発展に寄与すべく、その活動を担当
させる事に致しました。
就中貴クラブとはあらゆる意味に於て、そ

の方法の模索と実現を追求する可能性が多い
と信じ、国際親睦委員会に限らず、両クラブ
の各種委員会の活動分野に亘る相互研究迄に
拡げて行く事が出来ましたら誠に幸いで、一
段と意義深きものと心から格段のご教示とご
協力を賜りますようお願い申しあげる次第で
あります。
明春の1周年記念式典で皆様と再会出来る

事を心楽しみにしながら、簡単ではあります
が、就任の挨拶努々ご協力をお願い申しあげ
ます。
どうぞ会長様はじめ会員の皆様にはご健康

に留意されまして、ご活躍なされ、平和にお
暮しの程心から祈念申しあげます。

EeastHamptomRC会長殿
PiqvaRC

国際ロータリー青少年交換学生として鶴岡
ロータリークラブが推薦した伊藤久美さん

（斎藤太一召）を貴地に送る事が出来ました
事深く感謝いたします。
伊藤久美さん（斎藤太一君）は鶴岡工業高

等学校に在学中であります。貴地滞在中はP

ークリー交換学生の規則を遵守し、その鋸

を充分果し得る能力ある有望な青年です。
貴地滞在中は何かと御世話になる事と存じ

ます。何卒よろしく御指導下さいますようお
願い致します。

これを機会に両クラブ及び両国間の親善と
理解と友情が一層深まる事を期待します。

最後に貴クラブの益々の御発展をお祈り致
します。

鶴岡ロータリークラブ

会長　佐　藤　　忠

最北の大水害に御援助を

6日未明から最北部を中心に雷を伴う大雨
が降り続き真室川町、鮭川村は大打撃をうけ
ました。

叉大滝駅に突っ走った土砂、濁流で閉じこ
められた、乗客数約2千人。寸断された道路
鉄道網、足りない食糖、水、寝具、外部との
進路がとぎれたもどかしさ、すべては想像を
越えるひどさです。

7日新庄に公式訪問されたガバナー高坂知
商先生より愛情ある御言葉を頂戴し、翌8日
午前、長靴姿でガバナー、分区代理共々現地
を視察されました。
先生の御助言御了承を頂戴し第353地区ロ

ータリーの皆様方の暖い御援助を御願い申し

上げる次第です。

昭和50年8月8日

第353地区　ガバナ
中央北分区分区代理
新庄ロータリークラブ

会　　長西

追伸御送金は左記宛御願い致します。
村山市楯岡十日町1136　布　川　孝太郎

電話　3－2045番

ICGFテーマ

全　体　会　議　向う10年間のロータリービジ
ョンは何か。

クラブ奉仕A　出席率を95％以上にする最も
適切な方法は何か。

クラブ奉仕Bl・何ゆえに毎年会員を増強せ
ねはならぬのか。

2・会員の質の向上を計るには

職　業　奉　仕　職業奉仕の具体的事例を問う
社　会　奉　仕　各地域社会に対するロータリ

ーの意識を強化する方法は何

か。

国　際　奉　仕　交換学生の受入れ、派遣の際
の問題点は何かq

高
布

蔚
郎
　
郎

大
知
孝
　
次

坂
川
　
田
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登　　山　　雑　　感

石　井　敬

ここ10年も山に登ってない私が山の事を

話すというのは、ちょっとおかしなもので

すが、この土地で登山というと鳥海、月山

と考えている人が多かろうと思います。

しかし本当に登山となれば、私は朝日連峯
を第一にあげます。

それに摩耶山、大鳥池、以東岳も夫々におもむきが違って面白いと思っております

そもそも登山は、頂上に立つそれだけが目的ではなく、汗を流し、苦労して細道をた
どり岩をふまえ、可憐な高山性植物、動物になぐさめられ、苦労の末に頂上に立つ時
に感ずる、清新さ、爽快さ、苦労が苦労でなくて楽しみに昇華した時に感ずる満足感
が、登山者の心をとらえた時に、阜素晴らしいやと思うのであります。つまり山を媒

介とした自己との格闘であります。それがあまり人の行かない山、誰も行った事のな
い山であれは、その想いは無上のものとなりましょう。エベレストに登ったアーネス

トヒラリーは「山がそこにあるから登る」といいました。「冒険心」これも山に登る

人をとらえます。

処が昨今の様に「山え海へ」といった宣伝につられて、バスで相当の高さに上れる

となると、ネコもシャクシもといいたい程、ゾロゾロと登る山は、あまり面白くあり

ません。

新穂さんと北アルプスに行った時も燕岳から槍に行く途中にアルプス銀座という処
があって、まったくゾロブロの人でした。若い女がハイヒールで来ていたり、日傘を

さしていたりといった状態です。登山を甘くみるのは、全く危険な事です。

浅い経験ですが山に行って面白いと思うのは、たまに行きかう鬼も知らぬ人々が、
お互に皐ご苦労さん。と声をかけ合って往来する事です。下る人は上る人に道をゆず

るのも山のェチケットであります。山に入り5日も6日も、人一人会わずに縦走をし

たりしますと、誠に人こいしくなります。たまに会う人にもヤアやと声をかけるのは

、きわめて自然な事です。ことに下界に下って、村の娘さんなどに会うと、手をとり
たい程の懐しさと感傷を感ずるのほ私だけではなかった様です。山は人間の本能がむ

き出しになり、いい意味でも悪い意味でも、素朴になり楽しみも悲しみも、赤裸々に
なります。だからこそ山件間というのは、他人には判らない親近さを感じるのでしょ

う。

しかし、食べ残したものを散らし、空缶、空ビンを放置し、道略に糞をたれ、遣先

案内板をたおす、といった放縦ぶりは、今も昔もあるのですが、誠に困った事です。

山に行く人間すべてが善良な人でない証拠であります。

振り返って考えてみますと登山は全く人生の縮図であります。山あり谷ありといっ

た地形的なものが人生の浮き沈みと対象するだけでなく、苦労に苦労を重ねた仕事が

稔った時の満足感が頂上をきわめた時に相似ている事でもあります。山は冒険心をそ
そるに格好のものであります。その意味でも困難な山登りを若者に薦めたいものであ

ります。登山は自分に打ち克つ道場といっても過言ではありません。

企業の経営も登山であります。登山以上に苦　　　　　　′、′′

しい仕事です。会社．の業績を上げるのは、一歩　、′壱〆へ√＼
一歩山に登る様なものです。下る事は許されま　う嘉や

せん。止むを得ず下る事になっても、これは上

る以上に苦しい事です。ベテランの登山家にな

れば・登るのも下るのも力の配分を均等にして

疲れるという事はありません。

しかし私程度の登山経験しかないものは、
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上るよりも下る方が疲れますし、つらい様に思えます。国体山岳部門の競技というの

があります。これはこれまで話して来た様な、装備、食糧、時間配分、マナー、技術

パー一ティの纏まり具合、といった基礎的な事は勿論ですが、力の配分といった事がも

っとも根底になければ、他人にも優れたパーティとは写りません。

登山者は孤独なものです。パーティを組んで行く場合が殆んとですが○単独行ヾが

登山に於いては最高に幸いが最大の喜びを得る処です。企業の経営者は往々にして単

独行であります。誰かに相談しようが、決定は経営者が判断する事です。全体の責任

が両肩に重くかかります。その由に経営者も孤独であります。

ここには集りのロータリー会員は、この土地で、又は山形県で、はたまた東北で有

数の経営者がお集りになっている事と存じます。つまり私から云わせれば、ベテラン

の登山者の集会であります。私も経営者の端くれとして皆様の仕事上の苦労話を是非

お伺いしたいと存じます。

委員会報告　　委員長
ロータリー情報委員会 石黒慶之助

鶴岡RCフォーラム開催について

今年度活動計画にもとづき9月2日ロータ

リー情報研究会を開催する予定であります。

研究課題は新会員を対象とした初歩的な内

容でありますが、先輩会員も初心にかえり、

新しい友達と共にロータリーを考え、腕を組

んで前進する意味で多数で参加下さいますよ

うお願いいたします。

フォーラムの内容

第1回・期日　9月2日（火）午後5時より

2時間
・会場　産業会館4F　第1会議室

本日の出席

0研究課題

（1）ロータリーとは

情報委員長　石黒慶之助

（2）ロータリーの綱領

情報委員　岩　岡　末　松

（3）ロータリーの定款と細則

情報委員　津　田　晋　介

（4）新会員に期待する
クラブ会長　佐　藤　　忠

（5）質疑応答　　　　　鶴岡RC会員

ス　マ　イ　ル

市川輝堆君17日鶴岡市民綜合体育大会に於
いて弓道個人で優勝

整買報雲；≡：冒雛二葺闇書芸修正出席数

、斎藤（栄）君、斎藤（信）君
、進藤君、高橋（正）君、津
清水君、山本（正）君

板垣君、玉城君、窯谷君、嶺岸君
前回の出席牒完甜薮　■‾詭針三一‡≡小蕗毒衰r香慮福浦ご膏療蘭衰二蔭南

ビジタ丁：陶山次郎君、上野十九治君、菅原松雄君、佐藤文雄君、井上彬君一鶴岡西RC

絹
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君
、
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部（嚢）君、五十嵐（三）君、板垣君
城君、風間君、黒谷君、三井



鶴岡ロータリークラブ会報

亀瑠亀
1975－8－26　胸．9

鶴岡ロータリークラブ　創立昭34。6．9　承認昭34■6・27　353地区

例会場　鶴岡市本田丁二丁目　ひさごや
例会日　尋毎週火曜日　午后12．30′）1．30

事務局　鶴岡市島湯田丁　零釦岡商工会議所内　電0235（22）5775

会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　勲

％点　　鐘

多ロータリーソング（手に手つないで）

％ビジターゲスト紹介

ゲストスピーカー　若松多八郎氏

％会長報告

⑳「内川を美しくする会」に用具購入協力費2万円寄附

⑫次年度ローターアクトクラブ地区大会を鶴岡で開催－理事会承認

⑳奨学生菊地敏君より第一倍（後述）

⑫去る7月27日帰国の交換学生バーノミラクレーマさんより第2信

⑪地区情報研究会の日程－9月12日於山形

％幹事報告　　ロータリー情報研究会のため

山形RC9月10日例会を9月12日AM9：30山新ホールに変更

％ゲストスピーチ　　若松多八郎氏（県文化財調査員）
ミ樹木の伝説についてミ

％スマイル　　板垣親睦活動委員長

％雑　　件　　こ市民の森の会ミから三井健君

（年会費を戴く会員制度にしたいのでRC会員の協力を展います）

多出席報告

珍点　　鐘

TD mGN『YTHE HⅧ吼剣門監監別院　人間に威信を．／



暑中稽古

雑　　感

市川垣埠
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8月1日　今日より16日迄、暑中稽古に入る。早朝の弓道場通い

は、毎日のことだが、暑中稽古となると何となく張切るから妙なも

の。そよとも風は動かず油照りの酷暑になりそうな朝だ。

すでに斎藤得四郎会長初め諸先輩が来ていて鋭い弦音が道場の空

気を緊張させる。

外国の弓は技術が主体で的中を目標とするのだから、明らかに弓

術であり弓技であるが、日本の弓は昔から精神的の面が著しく発達

し、更に儒教の影響をうけて「技」よりも「弓道lとしての道義性

礼節、信義、克己、謙譲、親和等の倫理が弓射に主要な位置を占め

るようになる。

それ等に魅かれる私を陳腐という人もいるのだが……。

8月6日　耐えていたものを吐き出すような雨であった。公園の

草木も生色が蘇がえって、堀には鴨とあひるが仲よく遊泳していた

通い出して4年になるが（上達しないせいか）的中に対する執着

心が、諦めにも似てようやく薄らいできた。礼記に日く「射は仁の

道なり射は正しきを己に求む。己を正しくして後に発す。発してあ

たらざるときは、すなわち己に勝つものを怨まず、これを己に求む

るのみ」孔子はかなりの弓の達人だったらしい。君子の心境？に近

づきつつあると思えば自ら慰められる。ただ矢数の多きを望まず一

本一本丁寧に射て射法八節を、なおざりにすまいと心がける。

36センチの的を28メートルの距離から射るのだが、これが仲々当

らない。たまに皆中することがあっても平均すれば、2本に1本位

であろうか。的中率だけなら、高校や大学のクラブ員に敵わぬ。

8月8日　暦の上では、すでに立秋。風雨一過のあとは朝晩めっ

きり涼しくなった。

今朝の会長の行射ほ素晴らしかった。教体通りの体配、「引分け」

から「会」にかけての伸び合い、自然な「離れ」「残心」そして確

実な的中。これを円熟した境地というべきか一種の射品に違いない

射法の要点は「内志し正しく、外体を直くする」ことだと云あれ

るが、未熟な心は妄想とか雑念とか欲望とか執着心などによって歪

曲される。弓道の特徴はきびしい自己統制と情緒の安定が要求され

る所にある。「気は技に優先する」のである。

理屈では、わかっている積りでも心も体も思うように動いてくれ

ないのが歯がゆい。精神を集中して放った矢が小気味のよい快聾を

立てて的中すれば何かしら今日一日よいことがありそうな気がする

我乍らまだまだ単純なものだ。

8月10日　日曜である。隣家の人は朝早くゴルフに行った。ゴル
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7をやれと勧めてくれる人は沢山いる。私も広々としたグリーンで

力一杯クラブを振ってみたいと思う。一度味をしめれば、きっと病

みつきとなるに違いない。しかし残念乍ら零細企業の悲しさ年中無

休でその余暇がないのである。朝の開店前に手軽にやれるスポーツ

はないかと物色してテニスなどもやってみたが晴雨にかかわらずや

れ、しかも相手いらずでおまけに精神修養にもなると一石三烏を夢

みてやり出した弓道が結局一番ピソタリであった。早朝の常連は10

名に満たないが、会長初め諸先輩の親身な指導を受けられるのが何

より有難い。

8月15日　終戦の日もこんな暑い日であったと思い出し乍ら、鶴

工高のグラウンドへ遠的の練習にゆく。55メートルの射距離で

1．58メートルの大的を射る競技である。

弓の面白さほ昨日迄10射10中の人が突然当らなくなったりする○

だから試合など全くの予断を許されない。日本の弓は性格的に東洋

的特徴を多分にもっているので、これを現代の科学だけで理解しよ

うとすることは無理だ。合理的な面もあるが非合理的な面もある。

わり切れないことの多いのが東洋的性格であろう。「射は立禅」で

あるともいう。弓が単なるスポーツや健康の為ばかりでなく、日常

生活の底深いものを教えられることが多い。毎日の唯物主義的生活

のあけくれの中に（但しロータリー活動を除く）何か精神的なやす

らぎを、ストレス解消を求めているロータリアンが居るとすればぜ

ひ勧誘したいものだ。道学老めいた事を書いたが事実はもっと気楽

な集りなのだから……。

メークアップ便利表

出席に御協力ありがとうございます。

ホームクラブ欠席の場合の他クラブメー

クアップの為便利表を作成しました。

せいぜい御利用下さい。尚、現在会員

72名1人の欠席は1・388％のクラブ平均

出席率に影響します。例会日欠席予定の

場合は当例会日を中心にして前週の水曜

日より次週の月曜日迄他クラブへメーク

アップすれば出席に算定されます。どう

か出席率の向上に格段の協力を御願いし

ます。

出席委員会
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鶴岡ロータリークラブの皆様に

拝啓　盛夏の候、鶴岡ロータリーの皆様は
いかがおすごしでしょうか。

ロータリー財団奨学生として、アメリカの

大学で学ぶ機会を得まして本当に嬉しく又光
栄に考えております。いつもロータリーの皆
様から御厚情、御援助を賜りまして本当に心
強く感じております。この留学を、ロータリ
ーの奨学生としてはずかしくないものにした

いと思います。また本来の目的を達成できる
ように最善を尽したいと思います。
私は、今、Southanlllinois University

におります。この大学へは語学研修のために
約6週問います。この大学は語学研修では非
常に有名て各国の雷学生が語学を学んでおり
ます。私も少々ですが各国の言葉であいさつ
だけできるようになりました。この大学には
イランとベネズエラの留学生がもっとも多く

産油国の力をみることができます。
いく人かの日本人留学生も一緒に勉強して

おりますが、教育のレベルでは日本人が非常
に高い教育を受けているような気がします。
外国に屠ると日本の良さがわかります。こ

こに居る日本人も愛国心の強い人が本当に多
く居て教えられることがたくさんありました
アメリカ人は、非常に陽気で、私の英語を

直してくれたり、パーティーにさそってくれ
たり、楽しくすご
アナパーティなど

くすごし
ィなども

しております。時々マリフ
あるようですが、そちら

の方は遠慮しています。その他に良い経験を
たくさんすることができました。

皆様の御援助を戴き本当にありがとうござい
ます。今後とも御指導、御助言を戴けました
らと思います。
まずは近況報告にて失礼致します。　敬具

鶴岡ロータリークラブの皆様

菊地　敏

Ohice oflnternational

Education Services E．0．Building

Iowa state University

Ames towa50010USA

一一一……一一一一一一…一一　求　　人　一一一・一・一一一・…－…－一一一一

求　む

良く働き、昇進の早い者、支配人たち
から指図を受けなくても何をすればよい
のかわかる者。

朝は定時に仕事につき、夕方はまっ先
に退社せんとして、他人の生命に危害を
及ぼすようなことをしない者。

身だしなみの良い者。

突発事件のため一時間残業を命ぜられ
ても、ふくれっ面をしない者。

話しかけられた時には注意深く聴き、
指図通り実行するために必要な質問はす
るが、それ以上の質問はしない者。
人の目をまともに見、常に真実を語る

者。
働かなければならない自分の境涯を嘆

かない者。
このような人はどこへでも申し込むこ

と：世間はこのような人を求めています

t一奉仕こそわがつとめ”誌から……係

ス　マ　イ　ル

8月23日　荘内日報主催の移動大相撲大会

順調　小野寺君

菅原校長先生県大説の功労賞
新穂君の娘さんの意チャン無事台湾より帰宅

鶴岡ユネスコ協会協力御礼阿部豪君

若松多八郎氏が樹木伝説”を掲載する予定でしたが録音器敵陣の為録音出来ず甚だ残念乍ら

割愛します。－会報係

出　　席　　報　　告

†会員数　72名！l提墓誌語砦ミ纂最誤賢覧讐憲癌
本日の出席 51名i欠席者仁君、佐藤（順）君、佐藤（友）君、佐々木君、笹原

君、新穂君、菅君、高橋（正）君、高橋（艮）君
横山君、上野君、薮田君、菅原（辰）君

前回出席率　－72．22％
前回の出席　修正出席数

・確定出席率

新穂君一台中港区RC　笹原君一仙台RC
阿部（裏）君一余目RC　五十嵐（三）君、板
垣君、海東君、風間君、三井（健）君、中江
君、清水君、山本君一鶴岡西RC

ビジタ　ーl奥村知介君一習志野RC　加藤広君、陶山次郎君一鶴岡西RC
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錦岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

例会場　鶴岡市本田丁二丁目　ひさごや
夙l余日　雲姦通火曜日　午后12．30′）1．30

事務局　錦岡市馬場聞∵鋳岡商工会議所内　電0235（2215775

会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　勲

％点　　鐘

珍君ケ代斉唱　　ロータリーソング（奉仕の理想）

多　ビジターゲスト紹介

珍会員及び奥様誕生　　親睦委員上林一郎君

珍年間、月間皆出席表彰　　出席委員長小松広穂君

多会長報告
⑳10月3～4日の第353地区大会に多数の出席を願いたい。特に新会員の出席をとの

分区代理からの連絡がありました。

⑫本日ファイヤーサイドミーティングを行う新会員は義務出席です。

⑳　8月30日、駅改札口に市民憲章板が完成しました。

㊥自然休養林（大山町高館山）に樹木標示板を寄贈し、その取付奉仕を9月21日親

睦委共催で行います。皆様の協力を願います。

⑳第5回ボーイスカウト県連野営大会委員長より礼状が来て居ります。

⑳次年度地区RAC大会で鶴岡がホストを引受けた事につき地区委員長諸橋富弥氏

より礼状が釆ました。

％幹事報告　h　他クラブ例会日変更等雑件

％会員スピーチ　　新穂光一郎君（後述）

㊥委員会報告　　親睦委員上林一郎君　　職業奉仕委員長三井健君

％出席報告

％点　　鐘

耶）D和田『YⅧ川JW肥NG　人間に威信を．′



台湾訪　問　①台中港区扶輪社について

メ　　　　　　モ

新穂光一郎

08月16日渡台、台湾も帰省客、行楽客で大変混雑で台北にホテ

ル予約出来ず田舎へ宿泊夜11；00頃台中港区扶輪社会長呉金生

民よりTELあり。

0切符（汽車）もなかなか入手出来ずプレミアム付きで子供の分

も大人分を支払い入手、嬢と一緒に訪台中。

0持病の痛風が出てきて右足と右手がしびれと痛みの為、台中の

ホテルで夕方（ロータリー例会時間）迄休養。6：00の予定が

7：ODに例会時間変更で迎えの車とすれ違い。

0新天地レストランへ欄有財氏を訪問、海鮮料理をごちそうにな

る。

0例会場での痛み激しく、前社長何長景氏の診断を受ける。体温

380以上なのに驚く。それにしてもロータリーの友情に感激し

ながら夜遅く迄歓待を受けた。

0鶴岡クラブ会長メッセージを呉金生民へ送り、陳景福氏の車で

早退。国際奉仕委員長薬卯生民より児童絵画交換の申し入れ。

0来年の鶴岡クラブの訪台を歓迎する、但し2月15日以降にして

貰いたい。

0台湾入としてのパスポート取得の難しさ、及び手紙も外国語

（日本語）で書くことの難しさを理解してほしい。

②　個人的な事柄

0娘が7月26日より一人で渡台、彼女を連れて帰るのも目的の一　　）‘

つ。「やる奴もやる奴だけど、行く娘も娘だね」といわれるが

情報と正確な計算があれば心配はないし、机上プランにのるか

のらないかは本人次第。

0夏休みに完全な家庭で身柄さえ保証されれば行儀見習いにもな

るし、けじめと合理性、自律心、独立心、忍耐、そして行動力

が養われるだろう。二者択一をせまられるとき、日本人はNO

といえない国民で妙な笑いでごまかしてしまうと云われている

が、そんな人間になって貰いたくないという親の願いもある。
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。台北駅頭で「国賓大飯店迄50元でまけるからどうぞ」というの

に親子して腹を立ててタクシーを断わった。この間は20元区間

だし観光客と思い足許をみられている様でイヤだった金が惜し

い訳ではたかったのだが娘のケジメを大切にする意味で痛い足

をひきづって別の処迄歩いた。

0子供同志で言葉が通じなくとも友情や共通の理解点はある。う

ちの娘より台湾の子供が日本語を覚えるのが早い。

0私も人の子の親、子供を離していて心配ない訳ではなし、本人

も毎日窓から飛行橡（日本から来る）を見ながら泣いていたそ

うだけど、どんなものでしょう。

0台中港区の呉金生民より「台北にばかり居ないで今度来る時は

台中にもいらっしゃいと誘われたのにこんな田舎はイヤ」と真

正面からさからう建て前のない娘を見ていて親としては赤面の

いたり。

③　台湾の昨今

。蒋経国行政院長は田舎の学校、災害地等へ始終飛び廻っている

様子で民衆の人望を集めている模様。経済状態は安定。

0日台航空路線復活は台湾では「中日復航歓迎」ということにな

るが「中華民国の国旗の尊厳を日本政府が認めた」という事ら

しい。

0反面英字新聞には不道徳で女を漁りに来る日本観光客に対して

パトロールを強化する様な記事があり、日本人としてはやはり

不愉快。

。国を挙げて世界青少年棒球（野球）大会の優勝を賞讃。蒋院長

以下のメッセージが紙面に一杯、TVも同じ。

。最後に中国人と日本人の第3外国語（例えは英語等）に於ける

熟達度は恐らく中国人だろうと思う。事例も上げたいが時間が

ないので省略するが、日本の民族性、歴史的背景、地理的な条

件から云ってやはり言語上のハンディキャップは大きい事を再

認識した。但しこれは会話に限っての事である。



919－10－4

地区RAC委員長よりの手紙

鶴岡ロータリークラブ

会長　佐藤　忠　様

拝啓　時下残暑の候、愈々御清祥の趣大慶
に存じ上げます。
過年、貴市に於ける地区大会の折は泡に心

温る御もてなしに預り厚く御礼申し上げます
また此の度は当いわき市に於てローターア

クト地区大会を開催致しますに当り貴クラフ
関係委員並びに傘下ローターアクト多数御登
録戴き併せて床謝申し上げます。

開会も今週末と迫り皆々様をお迎え致すべ
き準備遺漏無きを期しておる次第です。
借而、かねて次年度の同大会開催地につい

て直前RA委員長明石勝文先生と御相談申し
上げておりましたところ、今般同先生より貴
鶴岡RACが欣んでホストをお引受け下さる
旨、加えて貴鶴岡RC様がスポンサーとしてスさ力御が下つの様諸且ブC快くラR御しク岡をば貴 一、じ対もサ由存にとンたく力分ポれ強協何
のバックアップ

を賜わり絢に喜
第です。盤許に
の謝意を表させて戴きます。

御連絡
おる次
し探甚
宜敷く

御願い申し上げます。
まづは板急ぎ乱筆御礼まで　　　敬　具

RI第353地区RAC委員長　講橋富禰拝
（いわき平RC）

金　員　誕　生

小池繁治君、菅　健　君
高橋正太郎君、上野三郎君

奥　様　誕　生

今野幸子模、三井糸様（徹）、三井順子様（賢二）

年間皆出席
10年間皆出席一三井賢二君

2年間皆出席一山本　正君

8月125％出席　　　　　　　　　　2名

阿部（公）君、佐藤（正）君
8月100％出席　　　　　　　　　　53名

阿部（賽）君、安藤君、張君、早坂（源）君、
早坂（徳）君、半田君、飯白君、石井君、石
黒君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、市川
君、板垣君、海東君、上林君、風間君、小

本日の出席

前回の出席

地区キャンポリー御礼について
昭和50年8月25日

鶴岡ローータリークラブ

会長　佐藤　忠　殿

第5回ボーイスカウト山形県連野営大会
最北、庄内地区キャンポリー

大会本部長　佐藤寅之助
野　営　長　今野登古

謹啓　残暑の候貴殿益々御清祥のことゝ存
じお慶び申し上げます。

日頃から青少年の社会教育活動にはご援助
をいただき厚く御礼申し上げます。

このたび8月5日から8日まで第5回ボー

イスカウト県大会最北、庄内地区大会を鶴岡
市七窪地蔵清水キャンプ場にて開催いたした
ところ地元並びに関係諸団体より絶大なる御
協力をいただき有意義に終了することの出来
ましたこと心から御礼申し上げます。これを
機に今後益々青少年の社会教育活動に努力し
ていきたい所存ですので今後共よろしく御指
導の程を御願い申し上げます。

取敢えず書面にてお礼を申し上げます。
敬　具

花君、小池君、今野君、小松君、嶺岸君、
三井（徹）君、三井（腎）君、三井（俸）君、三
浦君、森田君、男網君、中江君、中野（清）
君、中野（重）君、小野寺君、石川君、斎藤
（得）君、佐藤（忠）君、佐藤（順）君、佐藤
（衛）君、佐藤（友）君、新穂君、菅原（啓）君
菅君、鈴木（善）君、鈴木（弥）君、高橋（良）
君、横山君、手塚君、富樫君、清水君、山
本君、薮田君、吉野君、山口君、菅原（辰）
君、皆川君　　8月平均出席率88・53％

ス　マ　イ　ル

1．8月24日

大正会ゴルフ大会会長佐藤忠氏準優勝
1．少年自然の家　主体工事入札決定

温海佐藤組

報　　告

＼　J

阿宗君、阿部（公）君、半田君、清水君、山本君
津田君、市川君、玉城君、風間君、小池君、鷲
田君、今野君、嶺岸君、中江君、中野（清）君、
斎藤（信）君、佐藤（衛）君、佐藤（友）君、佐藤
（正）君、笹原君、進藤君、菅原（啓）君、高橋
（正）君、高橋（良）君

前回出席率　70．83％

修正出席数　　　65名

確定出席率　90．25％

佐螢（友）君一立川RC　薮田君一新潟RC
阿部（公）君、早坂（源）君、海東君、風間君、森
田君、佐藤（順）君、新穂君、菅君、高橋（良）君
、横山君、菅原（辰）君一鶴岡西RC玉城君一
外国

阿宗健一郎君、小林忠康君、ビジタ　ーl羽根田正吉君、 麺夢嘉一鶴岡西Re

名

名

％

2
　
8
　
7
－

7

　

4

　

66

数
数
率

員
席
席

会

出

出
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閉岡ロー二タリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

例会場　鶴岡市本田丁二丁目　ひさごや
例会日　雀毎週火曜日　午后12．30′｝1．30

事務局　窪畠岡市民：湯田丁　躊岡商工会議所内　電0235（2215775

会長　佐　藤　　思　　　幹事　吉　野　　勲

多点　　鐘

珍ロータリーソング（我等の生業）

％　ビジターゲスト紹介－鈴木弥一郎副会長

％会長報告－鈴木弥一郎副会長

⑳9月7日余目クラブ当番でICGFが余目公民館で開催早坂PG伊藤分区代理のフォ
ーラムリーダ・一一・の下に熱心な討議が行われました。残暑の中出席の会員諸兄御苦労様

でした。

㊨昨8日張紹淵氏夫人張生妹さんの葬儀が般若寺でしめやかに行われました一黙蒔

㊥9月4日情報委員会主催の77イアーサイドミーテング産業会館で開催石黒委員長初
め男網、津田委員の熱しなロータリー解説、新会員には大変有意義な会合であったと

思います。

多幹事報告⊥一中江副幹事

⑳新庄RCより真室川の水害見舞礼状が来て居ります

㊥交換学生の伊藤久美さんより手紙が来て居ります－「後述

⑳鶴岡JCより高田好胤講演会後援の礼状
⑳白鷹RCより10周年記念式典の案内状10月26日開催

㊨358地区ホスト東京八王寺RCで地区年次大会案内

⑳353地区情報研究会の案内状が来て屠ります

％鶴岡西クラブ会長五十嵐卓三君挨拶

％ICGF報告－鈴木弥一郎君　小池繁治君　市川輝雄君

％委員会報告－ローターアクト委員会高橋良士君

多出席報告

％鐘　　点

¶DmGN肝YTHE比mAM＝以臼MG　人間に威信を．′



年々歳々のことではあるが今年も亦秋がやってきた。気の早い私は今からシノコダィ、タカ

バなどの小物釣りを楽しんでいるのだが、やがて秋風がおとづれ白雲飛び草木黄ばむころとも

なれは思いは海に走り、土曜日などほ仕事も手につかないような有りさま。その衝動をじっと

がまんをしながら風向きはどうか？波具合はどうかとつきぬ構想にひたるのも私の大いなる楽

しみの一つである。今や小・中学校の遠足プランにも釣りが阻み入れられ、また各職場は勿論

町内会に、そして当クラブにまで釣り計画されていることは、まさに釣りをして市民的レクリ

ェーションとの様相を呈していることはまことに宮ばしいかぎりである。

昔からェビでタイを釣るという言葉があるが他人のフンドシで相撲をとるみたいで、その語

感からくるものは私は好みとしない。他の犠牲において利益を得るこざかしさと云うか、他を

チョPまかすような悪知恵

的に感じられて面白くない

うますぎる話はマユにツバ

をつけて用心することにし

たい。

でも一匹の小さなェビで

一尺以上の大きな鯛が釣れ

ることも事実なのですが、

いつでも望み通りに釣れる／

釣り三味の弁

患托強姦琵

】＼ものでないことも事実なの

l　です。

秋の晴れた日など磯場に

は何万人かが釣りを楽しん

でいるが果して黒鯛を釣り

上げる人は何人いるだろう

か？私など年に何回となく

磯釣りに行くが一枚の黒鯛

も釣れない年もあるし、ま

た3年、5年とかかっても一枚の黄鯛をも釣れない人もいるのであって、運もあろうが釣りを

はじめて二・三年で黒鯛を釣ったなどと云うことはまれなのではないかと思います0どうして

どうしてェビでタイなんて生やさしいものではないのであります。釣り人の話を聞いておりま

すと庄内浜、男鹿、八森の磯では何時でもすきな時に望み通りに黒鯛が釣れるような錯覚をお

こす。そこで我れも我れもと磯釣りに行くのです。けれど釣り栗はゼロと云うことになるので

ェビでタイ式にひと稼ぎはできないものです。

磯釣りを生業にしている人は少ないというより、いないのではないか、釣りは趣味なのです

からもち論、エビでタイは通用しないのです。

虚心担懐、雲の動き、風向き波具合、潮の流れ、魚の習性、磯場のもようを見きわめ、ある

程度のマキ餌とそれに合った餌をつけ名竿をかまえるときはじめて会心の釣りが楽しめるもの

であり、それまでの経験と習練の積み重ねこそが大切なのではないだろうかと思います。

西クラブの原田行雄君のお話によれば今年は春先の産卵期に海が凪であったから小物が多い

とのことです。ご家族と共にまた友人と秋の一日を磯場で楽しんでいただきたいと思いますコ

きっと釣り果以上に快い解放感と健康をえてくれます。　　　　　　　　　MS生
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会員趣　味調査　（会を委員会）

趣　味　名

早坂源四郎

早坂徳治

半田　浩

飯白祐倍

ゴ’′レフ

石井敬三∃洋画

石川寿男

石黒慶之助

五十嵐三郎

五十嵐伊市郎

市川輝雄

板垣俊次

海東与蔵
上林一郎

風間慶三

黒谷正夫

小花盛雄

小池繁治
今野成行

小松広穂

嶺岸光害
三井　徹

三井賢二

三井　健

三浦悌三

森田清治

皆川英二

男網兼松

海釣り

旅行、ドライブ

野球、旅行

スポーツ

絵画、読書、写真、弓

磯釣り

磯釣り、囲碁、将棋

美術

音楽
ゴルフ、釣り

短歌、碁、麻雀、謡曲、
茶道、美術、鑑賞、旅行
スポー・ツ

釣り、ゴルフ、登山

釣り

釣り

スポーツ（観戦）読書

旅行、スポーツ

ゴ′レフ

写真、釣り、音楽、
菊その他植木
音楽鑑賞、将棋、野球
ゴルフ

中江　亮ト　ゴルフ、魚釣り

中野重次郎

中野清書

小野寺　清

海釣り、ゴルフ

釣り、旅行

読書、釣り

氏　　名

斎藤栄作

斎藤得四郎

斎藤信義

佐藤伊和治

佐藤　昇

佐藤　忠
佐藤順治

佐藤　衛

佐藤友吉

佐藤正郎

佐藤宇一

佐々木敏全

笹原桂一

清水重雄

新穂光一郎

進藤誠一

菅原　啓

菅原辰書

菅　　　健

鈴木善作
鈴木弥一郎

高橋正太郎

高橋良士

谷口暗敏

樺山胃介

手塚林治

富樫良書

玉城俊一

上野三郎

内山喜一

鷲田克巳

山口篤之助

山本　正

薮田誠樹
吉野　勲

横山　昇

謹芸一生1
1

弓、画

読書

釣り

釣り、ゴルフ、麻雀

柔道
ゴルフ、麻雀

錦鯉、庭園、盆栽

登山、釣り
ゴルフ、美術（絵画
古美術．陶器等々）
ゴ′レフ

碁

旅行、絵画、スポーツ

ゴルフ、旅行

読書

旅行

スポーツ、読書

ゴ′レフ

ゴルフ、カメラ

磯釣り、山歩き

水泳、乗馬

スポーツ、釣り

ゴルフ

読書、音楽鑑賞、釣り

弓道

旅行、読書、釣り

書道
ドライブ、写真、魚
鑑賞、レコード鑑賞
ゴ／レフ

釣り、ゴルフ

ゴ／レフ

（参事務局山下嬢の協力により作成しま

したありがとうございました。

集　　計

釣　　り　23

ゴ　ル　フ　20

旅　　行　9

スポーツ　8

絵　　画　8

読　　書　8

音　　楽　8

写　　実　5

登　　山　4

野　　球　3

囲　　碁　3

麻　　雀　3

弓　　道　3

将　　棋　2

盆　　栽　2

ドライブ　2

錦　　鯉　2

著　　書1

水　　泳1

乗　　馬　1

短　　歌　1

柔　　道1

謡　　曲1

茶　　道1

書　　道1

庭　　園　1

雄

一

薬

助

淵

文

公

　

定

紹

宗
部
部
藤

阿

阿

阿

安

張

画
少

絵
年

乱
妙

音
書
　
り
球

ツ
　
ツ
著
）
釣
野

【
　
1
、
等
、
、
フ

ポ
　
ポ
山
向
楽
り
　
ル

ス
　
ス
登
女
音
釣
　
ゴ
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フォーラムテーマ

全体会議　フォーラムテーて　伊藤春夫
向う10年間のロータリービンヨソは何か
青少年問題

クラブ奉仕A部門テーマ
モデレーター　後藤正光

出席率を95％以上にする最も適切な方法は
何か

出席者鈴木弥一郎黒谷正夫内山喜一
クラブ奉仕B部門テーマ

モデレーター　桜井　清
1・何ゆえ毎年会員を増強せねはならぬの

か

2．会員の質の向上を図るには
出席者吉野勲佐藤正郎石黒慶之助

職業奉仕部門テーマ
モデレーター　村上淑郎

職業奉仕の具体的事例を問う
出席者三井健石井敬三山口篤之助

社会奉仕部門テーマ
モデレーター　田宮長二

各地域社会に対するロータリーの意識を強
化する方法は何か

出席者市川輝雄阿部塞三井徹
国際奉仕吾肝ヨテーマ

モデレーター　佐々木勇助
交換学生の受入れ、派遣の際の問題点は何
か　　　出席者小池繁治山本正中江亮

委員会報告
ローターアクト委員会

0今日の社会奉仕が明日の豊かなる社会の礎
になるために．′

第二分科会（国際奉仕部門）
。友愛・信頼・協調・そして国際理解を深め

るために…・・・
第四分科会（クラブ奉仕部門）
0楽しいクラブ、規律あるクラブ、責任ある
クラブを目ざして……

交換学生伊藤久美さんより　第一倍

拝啓　日本を離れて早3日、一応アメリカの
雰囲気にも慣れ、うまく言葉を話せないなが
らもなんとか身振り手振りでがんばっており
ます。
8月25日PM7：30最初2週間お世話にな

るニーランドさんのお家に着きました。彼の
家族は、奥さん、10月にお嫁に行く娘さんそ
して2人の息子さんがいて彼らはたいへん陽　　＼ノ
気で気さくのため心配していたホームシック
にもかからず楽しく過ごすことができます。

ただ食事が急に肉食になったのでボリュー
ムがありすぎ洋食好きの私でも慣れるまで少
々時間がかかりそうです。

とかく留学生は太るとか、食後のデザート
をひかえ、なんとか太らぬ努力を続けようと
思っています。

ところでこちらの学校は9月に始まるとか
今日イーストハンプトンの高校を見学して釆
ました。平家ですがたいへん大きくきれいで
した。
そこで1年間勉強するのだと考えたらたい

へん意欲がついて釆ましたっ　とにかく最後ま

高　橋　良　士　でがんばるつもりでいます○
このようなすはらしいチャンスをあたえて

L　－し．仙　　下さったロータリーの皆様方に心から感謝しl l・－　▼ノJ＼一・　　　　　／　　／　　　〉ノ【∃

2品鮎具芸孟望票誓言詫言妄孟占撃　てお。ます0
”ヨ′ulふ，＿J，1　　　　　　　　　　　　　　　　　　では近況お知らせまで
開催されました。セレモニーの後月分科会に
別れ熱心に討議されました。分科会テーマは
下記の通りです。
第一分科会（職業奉仕部門）
0人間としての誇り、職業人としての責任、

その奉仕原理を求めて‥…・
第二分科会（社会奉仕部門）

本日の出席

みなさまによろしくお伝え下さいませ

1975．8．26　　　　　乱文乱筆にて
KUMIITO
C／O MrD・W，Kneeland

P．0．Box166，Cobalt

Conn U．S．A O6414

出　　席　　報　　告

…佐々木君、進藤君、鈴木（善）君

ヽ、＿ノ

会　員　数　　72名

出　席　数　　37名

出　席　率51・11％

前回出席率66．67％

⊇前回の出席；芸芸芸雷雲93霊芝

巨ジターl箕歪票吉宗讐詣諾縞雷も苦上彬君、菅原松雄君、　　∃



鶴岡ロータリークラブ会報

亀21
1975－9－16物12

鶴岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承言忍昭34．6．27　353地区

例会場　紙岡市本田丁二丁目　ひさごや
例会日　毎週火曜日　午后12．30′一1．30

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電0235（2215775

会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　勲

％点　　鐘

％ロークリトソソグ　（それでこそロータリー）

％ビジターゲスト紹介

％会長報告
㊥9月14日～20日まで世界理解週間であります。次週例会に関連プログラムを予定します

⑳9月23日5時より産業会館に於いて第2回クラブ協議会を開催します。各委員長は義務

出席であります。公式訪問準備。7月～9月活動報告。10月～12月計画の具体化。情報

研究会「各部門別あなたのクラブを採点する」の検討
⑳張紹淵君が財団に対する多大の貢献により表彰状を贈られました－会長より伝達

（後述）
⑳交換学生伊藤久美さんよりお便り（後述）

％張紹淵君の挨拶
。放生妹葬儀の節の会員諸兄に対する御礼

0財団よりの表彰は鶴岡RC全体の名誉として受取りたいとの趣旨

％幹事報告
⑫山形西RC年次大会打合せのため9月22日PM12時30分市民会館に変更

⑳355地区北茨城RC認証状伝達式10月12日北茨城高校
⑳368地区豊岡内山川RC認証状伝達式西村屋城崎グランドホテル10月26日

⑳ロータリーソング楽譜等（￥300）ロータリーダイアリー（￥1，000）の申込を受けます

％ロータリー情報研究会報告一会長

％委員会報告
⑳青少年委員会－安藤足助委員長（後述）
⑫会報委員会－小野寺委員長（ユーモアを混え会報原橋依頼スピーチ）
㊨親睦委員会－板垣親睦委員長（湖畔で縁に親しむ会出席勧誘）

⑳出席報告

％点　　鐘

’rDJmFY THE HULqArl BEJNG　人間に威信を．′
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張　　紹　淵　君

世界のよりよい理解、新しい人間関係を作るための献身的な貴君の努力に対し
て表彰します。

ローータリー財団理事長

ウイリアム　E　ウオーク　ジュニア

ロータリー情報研究会報告

9月12日AM9：30～PM4：00

於　山形新聞放送会館

カウンセラー　PG原　享二君
（長野県飯田RC）

出席者　情報、会員増強、広報、青
少年各委員長及び会長

〇第1グループ「ロータリー情報」

リーダー　大原PG
新会員には努めて全ゆる会合に対し出席

を推奨し、又参考文献資料を提供して、早
くロータリーを知って戴くこと、叉古参会
員にも再度勉強されるよう要請ありました

0第2グループ「広報」リーダー庄司PG

地域の人々にロータリーを正しく理解し
てもらい、そして好意と支持を得るための
ものであり、広報はロー一夕リー活動の目的
ではなく、その手段としての必要性を強調
されました。そして地域社会は何を必要と
しているかをとらえ、効果ある社会奉仕を
やり、これを広報する。例えば荒浜会の開
催等も効果的であると思う。

e第3グループ「会員増強」
リーダー　早坂PG

新会員の質、特に若い人を求めることが
必要である。我々は独善的であったり、排
他主義であったり、過剰なエリート意識を
持ってはならない。ポールハリス創立当時
を考える必要がある。経済的に決して恵ま
れたグループではなかったのである。

毎年退会者は会員総数の約10％（健康上
の理由6　死亡13　職業分類上12　事業所

転勤3D　欠席17　その他21）その中の欠席
とその他38％の要田は会員の無気力、会長
の指導力の問題、委員会活動の減退、会員
の老令化が考えられる。ロータリーは宗教
にあらざる宗教として個々が修養の場とし
て体得し、身につけることが大切であると

強調されました。
0第4グループ「青少年奉仕」

リーダー　平松GN

最も価値ある資源としての青少年、この
健全な育成のためRIは今年度から特に委
員長に役員（理事）を充当するよう推奨し
ております。そして委員長は青少年と共に
活動されるよう充分な時間と情熱をかけな

ければならない。
◎世界のICとRACの情報

IC　　69ヶ国　286地区　3，266クラブ
71，852人

RAC　65ヶ国　231地区　2，102クラブ
42，080人

（以上は原カウンセラーのお話から）

委員会報告　委員長　中野清　吾
青少年委員会　報告者　安藤定助

第7回山形県カブラリー庄内地区派遣激励
日本ボーイスカウト山形県連盟並びに山形

県教育委員会主催のもとにボーイスカウト運
動髄聖解は地域の方々に急速に深まりつつあ
り、スカウト白体もtt仲間をよはう’’の合言葉
で県内各地でスカウト活動が展開されていま
すが、県内カブスカウト（小学3年～5年）
の交歓による友情とスカウトとしての高まり

カブ隊未組織団のカブ隊誕生の機会となるこ
とを願って下記の通りカブラリーが開催され
庄内地区3隊より指導者5名スカウト25名が
参加し之を激励した。

期日　昭和50年9月14日（目）～15日（月）
1泊2日

場所新庄市東山市青年セ∴／クー市体育館

「第7回鶴岡市学生ボランティアの集い後援」

後援恒例の上記集会が下記の通り開催され
安藤委員が参加し、講演（「本当の奉仕につ
いて」）、分科会の助言、顧問教師と今後の
運営についての協議を行い集会の費用を援助　、＿／
する等後援し感謝された。

日　時　昭和50年9月15日（月）
AM9．30～PM4．00

場　所　鶴岡家政高等学校
主　催　第7回鶴岡市学生ボランティアの

集い実行委員会
（本年度ホスト　鶴岡家政高若竹の会）

テーマ　「高校生のボランティア活動」

（自分たちのボランティアサークルの
活動をもう一度ふり返って見よう）

参加グループ
松ぼっくりの会（鶴岡北高20名）
つくしクラブ（鶴岡家庭学院6名）

鶴岡工業高校インターアクトクラブ
（16名）
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手をつなぐ会（鶴岡南高10名）　　　　　活動に関して顧問教師のいない会もある様で
鶴岡高専校インターアクトクラブ（34名）　あったが、顧問教師の連絡協議会をロークリ
若竹の会（鶴岡家政高15名）　　　　　　－が主催したら、もっとこの様なボランティ
鶴岡西高校インターアクトクラブ（目名）　ア活動も方向性を持ち、盛り上りが見られる
つくし会（鶴岡商業高校23名）　　　　　のではないかと考えた次第である。

特に私達が感じた事は、学生ボランティア

パ　ン　の脹らみ

上　野　三　郎

7月下旬の例会で会報委員長の小野寺さんから「私の労使感」と題名まで書いた原稿用紙数

枚を渡されたが、連日の暑さの中ではとても筆をとる気にもなれずに居った処、度重なるご催
促に、止むなく題名を変えて駄文を綴り責を免れることにした次第。

口のわるい友達に「パン屋は、小さい生地を大きく脹らまして売るんだからうまい商売だ」

と云われることがある。勿論これは冗談で云うことだが、本来、パソというのは酵母の働きで

脹らんだ小麦粉製品をいうのだから、脹らまないものはすでにパンとは云えない。良いパンと
いうのは良く脹らんでいるだけでなく、その香り、味、形、触感、焼色、艶などのすべての点

で良く出来上っている／くソを云うわけだが、良く脹らんだパンは、風味においても大体は優れ

ていることは経験から知られている。ここで「良く脹らんだ」というのは、決して大きく脹れ

ていることではなく、次に述べるスダチ（気泡）が細かく数多くあり、その膜の一枚一枚が薄

く充分に展びていることをいうので念のために。
さて、食パンを切ってみると、その漸面に蜂の巣状の沢山のスダチが見えるが、あれが脹ら

みの出来上った状態である。今、拡大した一つのスダチを頭の中に画き、同時にわれわれがチ

ューインガムを脹らますときのことをご想像願いたい。云うまでもなく、脹らんだチューイン

ガムは、中に吹き込まれた空気と、それを包むガムの二つから出来ている。パンの場合、脹ら

ます空気に当るものはイースト（酵母）と糖分によってつくられる。即ち、イーストのもつ酵

素が糖分を分解して出来る炭酸ガスがそれである。この分解で一緒に出来るアルコールや酸、
エステル等の芳香物質は窯の熱でパンの内部にくまなく充満して、あのパン特有の香りをつく

り出す。一方、ガムに相当するものは、小麦粉と水によってつくられる。水を加えた小麦粉を
よく捏るとグルテンと呼ばれるトリモチ状の弾力のあるものができる。これが、盛んに発生す

るガスを外に逃がさないように包みながら、だんだん脹らむわけである。従って、パンをつく

るには、小麦粉、水、イースト、砂糖の四つは、原料として最小限どうしても必要なものであ

る。内部からのガスの発生が盛んであればある程、又グルテンの展びがよければよい程よく脹

らんだパンができる。しかし、ガスの発生が良好でも、グルテン膜の展びが不良では膜が破れ
て穴のあいたパンができるし、反対にガスの発生が不充分では良質のグルテンでも脹らみよう

がない。ガス発生とグルテンの展びほ両方そろって充分でないと、よく脹らんだパンにならな

い。

以上は、パンが脹らむことの原理を述べたにすぎないが、実際のパンづくりには、いろいろ
のむづかしさがある。パンづくりのむづかしい理由の大半は、イーストが生きものだというこ

とにあるように思う。大きさが1ミリの千分の1

程度の単細胞のこの微生物は、温度には敏感で、

摂氏7度以下では休眠し、25度前後では大変ご気

嫌がよく醗酵活動をし、35度前後では興奮状態に
なり60度では5秒間で死滅する。イーストのこう

いう性質をよくわきまえた上で、工程の流れに要

する時間や、生地の温度に充分気を配りながら作

業を進める。一旦ミキサーをまわして生地づくり
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を始めたらやり直しがきかないし、上昇してしまった生地の温度は下げる術がない。だから、

その時の室温や小麦粉自体の温度、イーストの状態、ミキシングの摩擦で上昇するだろう温度

醗酵によって出る熱などを総合的に考えた上で、控ね上げた生地の温度が28度前後になるよう
に逆算して仕込みの水の温度を決める。そのため、夏には氷水を、又冬には温水を仕込み水に

使うこともある。
→方、ガスを包むグルテンの方も、原料小麦の種類によってその量や展びる強さがちがうし

又製粉してからの期間によっても遣ってくる。これらをよくのみ込んだ上で、ミキシングの時

間や強さを調節する必要がある。ミキサーで捏ね上げられ予定通り28度前後に出来上った生地
は、その後の、生地の分割や整型やホイロなどの工程のあいだ中、温度の変化や湿度の状態に

気を配りながら、丁度気むづかしい赤ん坊でも扱うように、イーストの気嫌を損ねないよう注

意深く取扱われる。
イーストのご気嫌具合いの反映であるガス発生量と、それを包むグルテンの展び具合いが、

窯に入る直前に、両方そろって頂点に達して居れば、大体8分通り良く脹らんだ良いパンが得
られると云えよう。

端的に云って良く脹らんだパンは良いパンだと云える。良いパンはお客様に喜ばれる。お客

様に喜ばれる店は繁昌し、従って従業員は仕事に張りがでて、益々良く脹らむパンの勉強をす

るという理屈からすると、私の職業奉仕の成否はパンの脹らみ如何にかかっていると云えよう

か。

交換学生伊藤久美さんより　第2信
拝啓お変わりありませんか。
今日から学校が始まりました。私は、数学

英語、歴史、体育、料理そして美術を勉強し
ます。まともに英語が理解できないのにさら
に他のことを学ぶのはたいへん難しいことで

す。もちろん何をやっているのか何を話して
いるかさえわからないのです。だからいつも

質問のし通しです。何度聞いてもわからない
時は先生の方が諦めるようです。学校に行く
ことによってたくさんの人たちと友達になり

ました。みんな親切な人たちばかりです。で
も日本人のように特別にちやほやしたりしま
せん。その点は厳しいようです。何をするに
も自分自身から進んでしなければ取り残され

50．9．15

てしまいます。だからアメリカに来て積極的
になりました。

ところで今日の夕食はロータリーの例会で
とりました。イーストハソプトンのロータリ
ークラブの人たちはたいへん陽気でどんな時

でも冗談を言ってます。私のことをたいへん

歓迎してくれました。用意しておいたスピー
チもなんとか相手に通じ喜こんでもらえまし
た。私の話す言葉が通じるかどうかたいへん
心配でしたがお世辞かどうかしらないけれど
はめてくれたので私自身も喜んでいます。こ
れからどんなことが起るかわからないけれど
なんとかがんばるつもりでいます。まだホー
ムシックにもかかっていませんのでその点は

まだ心配ないようです。　　　　　では。

報　　告

（正）君、佐藤（宇）君、津田君、清水君、山本君

前回の出席

前回出席率51．11％

修正出席数　　62名

確定出席率86・11％

メーク

アップ

面彩形RC　薮田君一気仙沼痘己
佐藤（友）君一立川RC

阿部（裏）君、早坂（源）君、石黒君、三井（徹）君
三井（健）君、吉野君、皆川君一余目RC
風間君一酒田RC　佐藤（忠）君一酒田東RC
張君、半田君、板垣君、上林君、小花君、今
野君、嶺岸君、三井（賢）君、佐藤（衛）君、鈴
木（善）君、横山君一鶴岡西RC
玉城君一外国RC

ビ　ジ　タ　ー
奥村知介君一習志野RC　佐蔵勤一君、加賀山隆士君、羽根田正吉君、
菅沢久弥君、佐藤成生君一鶴岡西RC　池田好雄君一立川RC
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鶴岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

例会場　請岡市本町二丁目　ひさごや
例会日　毎過火曜日　午后12．30′）1．30

事務局　鶴岡市馬場町　筒岡商工会議所内　電0235（2215775

会長　佐　藤　　思　　幹事　吉　野　】熟

珍点　　鐘

％ロータリーソソグ　（手に手つないで）

％ビジターゲスト紹介

％会長報告
⑳9月13日開催の英語研究会主催弁論大会に当クラブが後援、鈴木副会長よりトロヒ←を

寄贈、国際親善と国際理解に寄与される様激励しました。（国際奉仕委員会）
⑳9月21日　親睦委員会と社会奉仕委員会主催で高館山自然休養林に樹木名標示板を取付

け寄贈し、自然愛護と青少年活動に貢献する。尚、会員と共にローターアクトクラブ、
イソターアクトクラブ、ユネスコ子供会が参加奉仕しました。

㊥入院中の高橋（正）君に誕生日の祝電報

％10月4日～5日の地区大会には当日登録でもかまいませんから出来るだけ多数の

方々の参加を心からお願いします。

％国際理解週間にちなみスピーチ　　会長　小野　忠君（後述）

％幹事報告
⑪山形北クラブ10月16日例会を家族会のため10月12日（日）羽黒山に変更

⑳山形西クラブ10月6日の例会は年次大会10月4、5日に合併変更

多国際奉仕委員長小池繁治君世界理解週間にちなみスピーチ

％ロータリー情報について　情報委員会石黒慶之助君（後述）

％スマイル　親睦委員上林一郎

％出席報告

％点　　鐘

TO】ⅨGNFY THE HULqAN BEJrG　人間に威信を．′
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〔自由と公平〕国際理解週間に想う　　　　　　会長　佐　藤　　　忠

酒田出身の柴田裕先生の経済講演の中に、第二次世界大戦後の世界経済はⅠ・M・Fガット体

制による自由（無差別〕経済であったが、石油危機後、世界経済は大きく揺らぎ、低成長時代
に入り、徐々に公平（差別）経済に振子が移行しつゝあるということを話されました。こゝで

「日由」と「公平」という2つの言葉をよく考えて見ると、自由には競争があり進歩があり、

公平には配分があり停滞があるように思います。

経済には相互に利害関係があり、国益を主張し、紛争が起り交渉がある。国際間交渉は外交
ということになるが、ロータリアンの行動が国際親善と国際理解を深め、平和に寄与する事は

大変意義あるものと思います。

ロータリー情報について。【クリ←情報委員長石黒慶之助

ロータリーでは楽しいこと、嬉しいこと或は充実感をおぼえることが沢山あります。私共は

多くの友人を作り、互に信頼し、仲良く話合い、日頃の生活苦や闘争心を忘れ、どうしたらも
っと良いことが出来るかを考え、実行しつゝある誇り高い集団であります。

私共は定款にあるように”善良な成人男子であって職業上良い世評を受けている者”とされ
ていますが、この立派な方々を更に立派にするためロータリーについて勉強させるのが情報委

員会の任務であります。これは大変難しい任務であります。まともに考えたら到底私の出来る
仕事ではありません。

Itロータリーは実践する哲学である”とか或はttロータリーは宗教にあらざる宗教である”と申

され、その真髄に触れることは仲々困難であります。

この難しいロータリーについての勉強ですから、話す万も背のびして固苦しいなるし、聞く

方も窮屈になりどうしても嫌らわれがちになります。そしておしつけの情報提供には拒否反応

を受けてしまいます。それでも私はロータリー情報を皆さんに流さねばならないし、そして皆

さんに情報を知っていたゞかねばならないのであります。それは私共のクラブは単なる親睦団

体や思いつきの奉仕団体ではなく、70年の伝統を持つ国際ロータリーに直結する誇り高い権威
あるロータリークラブであるからであります。私共のロータリークラブが単にローカル色豊か

に勝手気まゝに振る舞って安易な行動に走れば、それはロー－クリークラブではなく別個の団体

となってしまいます。

先般、地区情報研究会においてリーダー大原直前ガバナーは「ロータリー情報は3の数字に

非常に関係深い」と説明されました。それは先づロータリー情報委員は3年委員であること。
次に教育段階が3つあり、（1）入会前の候補者の教育、（2）新会員の教育、（3）現会員の教育に分け

で情報を提供すること。その項は新会員の教育は入会後3ケ月以内に行えということ。であり

ます。すべてが3に関係があるようで。非常に恋著のある言葉と拝聴して参りました。

またカウンセラーとなった360地区PG原京二先生の話の中で情報委員としての心がまえ

として次の事項を教えられました。
・会員が自ら進んで例会に出るように教育しなさい
・新会員をあらゆる会合に出るよう求めよ

・新会員の不平不満を早く見つけておけ
・如何に上手にユーモアを混ぜながら情報を流すか研究せよ

・勉強することによりロータリーの権威を高めよ

などの要旨があり、心を新らたにしてご教示に沿うよう、つとめて努力したいつもりでありま

す。
その具体的な活動方法については本日クラブ協議会にかけ慎重に検討するつもりであります

が、取りあえず皆さんにお願いしたいことは、会員増強のための入会候補者への勧誘と情報提

供についてゞありますが、当委員会において多少の文献を用意しておりますので資料をご請求
下さい。また勧誘に情報委員がお供した方がよい場合はお手伝いいたします。入会候補者をゲ
ストとして例会に招くことも推奨されています。いずれにしてもロータリーの発展には新会員
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の増強とロータリーへの同化が最大の要因とされていますのでご協力をお願いいたします。

これは会員教育への潜越な私見でありますが、ロータリー情報は仲々固苦しい理論的なもの

が多く、余程関心の深い会員とか、現在責任のある会長・幹事、委員長などでないとこれを吸

収しようとする気拝が起らないように考えます。どんな立派な正論でも納得はしても活動に結
びつかないのです。人を動かすのは理論では駄目のようです。人間は感情によってのみ行動す

るのではないでしょうか。面白いこと、楽しいことからロータリーに興味を持つようにするの

が利巧な教育方法であろうかと考えます。それが私には無理なのです。

当クラブにはロータリーを楽しんで居られる会員が沢山おられます。その方々はどういう過

程で歩んで来られたか分析して見る必要があります。ローキチになる秘伝をご教示いたゞきた
いものと思います。

次には新会員を長い間微温湯に漬けて置くことなく、責任のある立場に早くつけていたゞく
ことだと思います。これは責任感とか使用感とかが自然と生まれロータリーへの関心を深めま

す。そしてかくれた才能を引き出すことになります。私は入会後3年以内に委員長を経験する
よう次期役員各位に人選を今から考えていたゞくようお願いしたいのであります。

尚、新会員教育のための炉辺会合は9月2日夕方から産業会館において新会員10名中8名出

席し次の通り実施し成果をあげています。

〔研究課題〕
（1）ロータリーとは

（2）ロー一夕リーの綱領

（3）ロータリーの定款と細則

（4）新会員に期待する

（5）鶴岡RCの誕生経過

（6）質疑応答

〔配布文献〕
・祝御入会ホルダー（6465－J）・会員証（418－J）・奉仕の冒険（52－J）

・ロー一タリーとは（1－J）・ロータリークラブ定款（12A－J）

・推奨ロータリークラブ細則（12B－J）・ロータリー入門（38－J）

・会員組織の質疑応答（341－J）・RI出版物日本語版カタログ（100－J）

〔閲覧文献〕
・ザ・ロータリアン誌・ロータリーの友・手続要覧・鶴岡RC活動計画書など。

次回の炉辺会合は地区大会や公式訪問などの行事を終えてから来月下旬に開いてはどうかと
考えています。新会員の方々には9月7日の庄内分区ICGFへの参加をお願いしたり、フォ

ラムに参加していたヾいたり大変ご苦労をかけました。

ロータリーとは、友情、親睦、教育、奉仕、なかんずく他人への思いやりと尊敬である。

私の経営している中国飯店も
いろいろな曲折を経ながら8年

になった。中華料理と言えば芙

蓉貝、八宝菜、古老肉（すぶた）

糖酷鯉魚（鯉の九揚げ）が、そ
の代表的なものとしか知らない

所謂食わず嫌いの①単純無趣好
順応族－は将来に期待するとし
て、中華料理は肉と池のかたま

りとしか心得ていない。③精進

趣好抵抗族、（失礼ながら会長
の佐藤忠君、新穂光一郎君等／

単純な結論として（釘に属する者

東神西神
中　江　亮

壷翫

ノがこの代表的な者であるかと
思う）、更には日常の淡白な和

食に物足りなさを感ずると、無
性に複雑な味を求めたくなる所

謂。③スタミナ欲求族（三井健

君、薮田誠樹君）とに色分けさ
れるかと思う。こうして大別さ

れた3グループの趣好の結果に
ついて、素人的な分析解説を試

みたところで所詮医家大斗の会

員諸賢の学理の前に一たまりも

なくひれ伏すこと必定であるが

（但しこの際敢えて上記のお二方を例外中の例外とお考え下さ

助
松
介
忠
雄

之慶
末
晋
　
盛

黒
網
田
藤
花

石
山
刀
津
佐
小

長
員
員
長
長

∴・
情
情
情
会
初
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い）が陰の声で百人切り、千人切りと言われる所以を以てこの料理の効用の例証とするに充分

ではないかと思う。依って敢えて鴻湖の人士にお奨めするものである。

首題から大きく逸脱して申訳ない。放て先日のことである。この中国飯店を初めとして私の

経営する二、三の店舗も当初の悌なき迄に古びて来たので綜括的に改造すべく研究工夫を重ね

最終仕上げ段階で念には念を入れてと言うことでWifeに女性の立場から入口やお手洗の設計
について、批判と意見を求めたところ大変参考になる指摘をして呉れた。工事の青写真も出来

上り着工の日時も決定した数日後の或る目の夜、上京中のWifeから電話がかゝり、着工して

いなかったら是非延ばしてほしいと願いを込めて、その理由を次の様に説明して呉れた。tt今

朝かねて易占いに凝っていらっしゃるY先生一元国会議員－のおすすめで東洋易の大家で聞え

るK先生の所に行って貴方の運勢を診てもらったところ年内新らたな仕事の出発は凡て控えた

方が良い、若し敢えて着手する時は貴方は病いを息らう恐れあり”とのご宣託。信仰心は並み
の私ではあるが易に溺れることは迷いと日頃から考えていた故納得しないのが当然、上京して

鳩首談判を垂ねたが翌日私はWifeの奨める儀、更に西洋易占いの大家と言うN先生の所へ足
を運んだ。天上聖母が祭られてあるところからいかめしい易者かと思いきや、半白の長髪を左

右に振り分けた長いひげの老人は日本文壇の大御所たちを知友にもつ詩人であった。西洋名の
星の名を私の五臓の要所に組み立てて占った結論はtt五車の星強く貴方の運勢のバランスを保

たんと欲すれど如何せん、北落肺門の星のめぐり歳、之に逆らうは凶を招く、この屋の去るを

待って事を為すべし”と説く。その日の夕食の席で逆う勇気を失った私の裸を見てWifeは恭

順をたたえ、医者の長男は現代経営者失格と愚を嘲り、医大生の長女はニヤニヤと触らぬ神に
たたりなし。東の神、西の神は奇々怪々。

文中、会員諸公の名を挙げたが他意なく、原諒を乞う。

ス　　マ　　イ　　ル

佐藤順治君　山形糸業株式会社設立（工業用、家庭用ミシン糸、縫糸販売）

佐藤　衛君（温海佐藤組）県第二少年自然の家新築工事2億2千万円落札

佐藤　昇君　9月22日荘内銀行北支店オープン　設計

上野三郎君、風間慶三君、男網末松君、鷲田克巳君

東北6県商工会議所連合会役員10年、15年勤続表彰

佐藤正郎君　宝探し売出し成功

終り
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鶴岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

例会場　鶴岡市本t町二丁目　ひさごや
例会日　毎過りく曜日　午后12．30′）1．30

事務局　韓岡市薦場町　笹島岡商工会議所内　電0235（22）5775

会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　勲

％点　　鐘

％　ロータリーソング（我等の生業）

％　ビジターゲスト紹介

％会長報告

⑳9月23日第2回クラブ協議会開催、各委員長ご責労様でした。

2時間半の熱心な討議と早坂PGのアドバイスもあり、充実した協議 さ

．4、

竃ノT

ミできた事に感

謝します。

⑳前例会に於いて地区大会参加者増の要請を致し、お蔭様で22名となりましたありがとう

ございます。

⑳出席率の問題、地区クラブ奉仕委員長（庄司PG）は地区の目標を93％に設定していま

すが、わがクラブもこの平均値まで努力したいと思います。出席委員の有効なアイデ

アと活動を期待します。

％幹事報告　雑件

％ローターアクト委員会　高橋良士君……鶴岡ローターアクトクラブ隼皆様の協力

をお願いしたい、出来得れば一事業所一名の推薦をお願いしたい。

㊨鶴岡ローターアクト委員会長スピーチ

珍スマイル　親睦委員上林一郎君

％西クラブ原田行雄君スピーチ（後述）

％出席報告

％点　　鐘

TD】ⅨGNFY THE KIMArl BEmG　人間に威信を．′
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旧満州訪問記スピーチ要旨
原田行雄君（鶴岡西RC）

私は今年の3月に訪台致しれたが・今日中国を訪れる　　　了一、1

‾　‾l∴　　＿＿二　＿＿＿　こ‾

この訪中国の目的と構成を申し上げますと、これは山形県　了　　ヰ毒。

が計画したものですが、県には日中友好協会と日中友好正

統本部というものがあり、私はその正統本部の企画により

日中友好議員連盟（会長鈴木県会議員）それと山形県日中

農民交流協会、山形新聞、が発起人となって山形県各界か

ら日中友好を目的として訪中しようと、昨年の碁から計画

され今年の2月から具体化して来たものです。私達水産関

係に話しがあったのは今年の6月からであります。これは

昨年酒田市の相馬市長の企画による訪朝団に参加した事等から私に話しがあったものと思いま

す。今日10分位で訪中の全容を話す事は無理ですので、私の行って来た所を駆足で報告致しま

す。後で質問等を戴きたいと存じます。

構成は4団体で約20名、通訳を含めまして21名でしたが、県でも内陸の方が多く、庄内では

佐藤よしみさんと私の2人でございました。

訪中の目的は日中友好が主目的で田中総理が訪中して日中友好条約を早く結びたいという意

志を伝えて参った後を受けて、民間でお互訪問し合いお互に話し合い、識り合い一日も早く条

約を結ぼうではないかという事でございます。向うの言葉で申せば世々代々、嗣子孫々に至る

まで永久に平和の約束を結びたいという事でございました。

訪中期間は9月5日に羽田を出発致しまして大阪→上海→北京→長春→子審陽→大連→北京→

上海→東京と14日間9月19日まででございました。この2週間では政治的な事等は判りません

し、その任でもありません。つい口がすべっても他意がある訳でありませんので、前もって御

了解願います。

訪問地はいずれも中華民航を使いまして飛行機で行って参りました。北京に4日滞在しまし

てから真直ぐ長春（旧新京）に参りました。それからヂ審陽（旧奉天）に3泊4日居りましたが

その間撫順に行って参りました。

撫順では石炭の露天掘り、石油コンビナートを見て大伴防滞、これは人造湖でありまして解

放後造られたと聞きました。実に大きいものであります。時間もありませんので項目だけ説明

して後は質問を戴きたいと思います。項目というのは訪問地の項目です。

北京　北京は国直轄市というのだそうです。国直轄市とは北京、上海、天津でありまして日

本でいえば東京、大阪、名古屋というのに当ると思います。北京は人口757万（公称800万）そ

こで外交印刷工場（外国向の印刷物を刷る所）、故官（清の時代に皇帝が住まった所）、万里

の長城、十三陵、日中友好協会の表慶訪問、市内東城区和平里（市内地の労働者の集会所であ
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って革命委員会が権力を持って指導している、隣組みたいな処です）、第6幼稚園、市内防空

壕（北京には至る処に防空壕がありまして、私達の行った処もある商店の地下室でありまして

相当の人が入られる様になって居り縦横無尽に通路があります。ご存知のように中国は常に臨

戦対勢にあります）

長春（旧新京）は人口130万人の都会で初めに見ましたのは第一自動車工場でしたここはト

ラック専門工場で車は全て緑色に塗って居りました。日産200柄の規僕で生産して居りました

亦そこの附属小学校も見ました。長春には南湖公園があります。ご存知の方も居られると思い

ます。

往時は関東軍司令部があったのですね。私は戦争中は4年半もっと北のソ満国掛こ近い所に

居りましたのでここは知りませんでしたが、昔の関東軍司令部、憲兵司令部の建物がその磋残

って居ります。私達は駅前の書林賓舘に泊ったのですがここは旧大和ホテルであります。ここ

もご存知の方が多いと思います。そこの窓から見ますと、中国は住宅難であるという事が充分

判るような気がしました。

次に孟春陽に行きました。昔の奉天です。ここは400万人の都会でありまして人口の半分は市

に居りまして半分は郊外に居ります。宿泊は遼寧室内館でした。これも旧大和ホテルでござい

ます。大和ホテルというのは私は知りませんがこれは満鉄が造ったのだそうです。仲々立派な

建物であります。ここではまず遼寧展覧館に参りました。ここでは解放後どんどん造られてい

る大型重工業とか撫順の炭鉱とかの資料がありまして説明して寛いました。云い忘れましたが

北京で2人の通訳がつきました。一人は昨年大学を出たとかで今一人は50年配の人でこの人は

日本人以上に日本語がうまい。冗談でも何でも仲々たいしたものでした。この人が15日間、監

視もかねて終始吾々について廻りました。

亦ある地区に行きますと、そこでも2人位の通訳がつきましたのでいつでも5～9人の通訳

が居った事になります。非常なサービスぶりでした。撫順では弁当をもたず旧満鉄クラブで昼

食をとりました。撫順は人口190万人、石炭の露天掘り石油第2工場、その他を見ました。

大連に参りました。大連は海岸にありますので、こんどは原田お前が主役だと云われまして

向うの水産公司に参りまして色々突込んだ事を見たり問いたりして参りました。大連ではロー

ア学校、ガラス工場、サナトリューム療養所に行きました。tt老こたん’’という所をご存知です

か、或いは星ケ浦、ここでは昔海水浴をやったものだそうですね。

その他ディーゼル機関工場、旅大の紅衛小学校では実弾射撃或いは防空壕を見て来ました。

言い落しましたが長春で書林師範大学附属中学校で生徒が日中友好の歌というのを歌って居り

ました。ここでは日本語と英語が正課になって居りました。

予審陽で農民と話しする礫会がありました。水田をやって居ります。人民公社を作りまして日

本と同じ様な農家町です。農民と話しをしたり生活様式を見るという事で民家に行きまして家

主の人と話しを致しました。いずれも大歓迎でありまして熱烈歓迎の垂幕をさげどこでも大変

なものでした。

以上全く駆足の説明を致しましたが残り時間皆さんの質問に答えたいと思います。

質問　貴方が今まで持っていた考えと行って見て違って居った事はありませんでしたか。

答　これですが私は文革というのがプロレタリア文化革命という事が薄々しか判らなかった
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のですが行って見てこれが中国でなぜやらなければならなかったかという事がはっきり

判りました。非倫、非行とか水餅伝を批判する運動があった事は皆さんご存知の事と思

いますが、そうした精神革命が行き届いて来たという事は異常な程で、した。

質問　中国に行って貴方がたが見たいと思う事をみせないという事はありませんでしたか。

答　私の感じでは北朝鮮は見せなかったのです。それに較べ中国はオープンだなあと思いま

したね。見せる所がきまっている事もあるでしょうが民家でもこれは上流家庭ではない

ただし一番下でもありません中流ですよ、と、云います。どうぞ見て下さい。町では自

由に話して下さいといった調子でした。それが北朝鮮では泊宿所から、一歩外に出る商

店に買物に行く事も出来なかったのに較べれば雲泥の差でした。

質問　北京などで町に店、いわゆる商店等はありますか。

答　店はあります。ただ昔の様ではないそうです。然しこの問題で毛沢東と林彪、劃帝奇の

意見が合わなかったのですね。共産主義でありながらなぜ店をやるのかという事ですが

これは街頭委員会でやるのです。

質問　兵隊さんに階級はあるのですか。

答　階級はありません。皆同志だそうです。それをやったのが文革だそうです。

質問　向うでは大衆に貧富の差がありますか。例えば衣食住等で。

答　中国では衣食住ではなく、食住衣だそうです。まず食べるも、革命で成功するかしない

かはこの食べるものがあるかないかという事になるでしょうが、食物は大体日本円で

1，700円あれば生活出来るそうです。確かに果物、野菜は豊富な様です。私はあらゆる

事をノートに書いて釆ました。例えば給料、炭鉱での給料とか調べて来ましたが、時間

がありませんので亦の機会に譲ります。（拍手）　　　録音より再生　文責　石井

ス　　マ　　イ　　ル

荘内銀行鶴岡北支店9月22日オープン　風間慶三君

出　　席　　報　　告

本日の出席

前回の出席

阿宗君、阿部（嚢）君、安藤君、板垣君、玉城
君、小池君、今野君、斎藤（信）君、進藤君、
鈴木（弥）君、高橋（正）君、横山君、佐藤（宇）
君、驚田君、菅原（辰）君、薮田君

前回出席率73．61％

修正出席数　　65名

確定出席率90．28％

風間君一新潟RC
薮田君一仙台RC
安藤君、市川君、板垣君、三井（健）君、佐藤（友）
君、佐々木君、進藤君、菅原（啓）君、菅原（辰）
一鶴岡西RC

玉城君一外国RC

ビ　ジ　タ　ー

池田好雄君一立川RC
原田行雄君、阿宗健一郎君、石寺龍象君、上野十九治君一鶴岡西RC
西村石蔵君一酒田東RC

名
名
％

2

　

5

　

8

7

　

5

　

7
7－

数
数
率

員
席
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会
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鶴岡ロー二女リークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

例会場　鵠岡市本町二丁目　ひ　さ　ごや
例会日　毎週火曜日　午后12．30′）1．30

事務局　錦岡市馬場田丁　祷岡商工会議所内　電0235（2215775

会長　佐　藤　　患　　ノ幹事　吉　野　　勲

％点　　鐘
％君ケ代斎唱　ロータリーソング（奉仕の理想）

％ビジターゲスト紹介

％年次大会席上に於ける表彰伝達（詳細後述）会長
％会員奥様誕生祝仙一親睦委員長
％理事会決定事項－会長

交換研究グループの派遣者決定

佐　藤　　　実（山形相互銀行鞄岡安債勃務）
最終校　東北学院大学文学部英文科卒　生年　昭25．1

進　藤　　昇（鶴首市役所商工観光課企業誘致係2年5ケ月）
最終校　東北学院大学工学部応用物理学科卒　生年　昭24・7

鶴岡ローターアクトクラブ現会長

％会長報告　第353地区大会報告（後述）
珍幹事報告

⑳10月13日のクラブ協議会（ガバナー訪門に際しての懇親会）を午後6時　ひさごやで行

います。各委員長は義務出席です。義務出席者以外の方で出席希望される方は例会終了

後事務局迄申込んで下さい。
㊨立川RC10月23日を午後5時から庄内ドライブイン

⑳酒田RC10月15日いも煮会のため正午宮の浦カントリークラブ

％安藤足助君　インターアクト委員長報告
′10月12日轡工インターアクトクラブ認証状伝達式を行います。出来得る限り多数の方の

一参加を希望します。時間は午後13時30分～15時まで　登録料は500円

％委員会報告　職業報仕委員会　三井　健君
職業奉仕の事例等、記載の事例を10月21日で締切ります。皆様の多数の寄稿を期待致し
ます。原稿用紙3枚です。

珍スマイル　親睦委員　上林一郎君（後述）
％早坂PG　鶴工インターアクト認証状伝達式に宜非全員参加される様との話
％出席報告
珍点　　鐘

7O】以GNIFY THE HuLVIAN BEJrlG　人間に威信を．／
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第353地区年次大会報告

会長　佐　藤　　忠

10月4日～5日　於山形市民会館

ホストクラブ　山形西RC

鶴岡RC参加者24名

⑨会場に入りますとホスト、コスホトの会員

諸君が多勢肩章をかけ、あわただしく活動
している姿が目につき2年前の鶴岡大会が

思い出し、ご苦労の程感謝申し上げたい気

持になりました。

㊥第1日　AMlO；00高坂ガバナー点鐘、種
々開会行事の後、ダンテP・サラガRI会

艮代理のメッセージがありました。氏はフ

イリッピソ共和国で開発会社々長、フイリ

ヅピン不動産業連合会々長、出身市商工会

議所副会頭であり、演説口調で感銘深い話
をされました。

「ロー－タリーと今日の世界」

①　70年前…　　7人の人間の孤独な魂から
……あるアイディアが生れた＝…・それは社

会のために献身的につくす人々を育てよう
とするアイディアであった……これが。一一

タリーであります。

③　世界は今、有史以来最悪の危機に向って
進んでいる。……「戦争」「飢え」「汚

染」「文盲無知」「不況失業」「疾病」
「人口増加」「貧困」……これが世界の直

面している諸問題である。……今世紀最後
の4分の1は根本的な決断を下すために各

自が心と魂の探究を求められる緊張と心労
の時期である。

③　ロータリアンは自からの考えのもとに同
一の共通理念がある。自らの意志によって

ロータリーに入ることを受諾し、同意した

のである。われわれの行動によって創造的

な生活と平和な環境を確立するために人と

人、民族と民族、国と国との間の偏見を取
り去り、理解を深めることを目指すものな

のである。

④　この困難な時代に我々は良心と責任ある
指導力を結集して、積極的に対処しなけれ
ばならない。……人権を尊重し、労働と文

化の面における業績を尊重し、知性と精神
的なものの価値を尊重することこそ、人々

を友愛と善意に導き、各人、各民族、各国

間の理解に導く確実な道であり、i開口への

道である。……私達は思慮ある人問として

そしてまた社会の柱として、このことを実

行するよう期待されているのであります。
－ダンテP．サラガRI会長代理演説より－

午後は次のテーマでシンポジュームがあり活

発な意見発表がありました。
1・いかにすれば個々のロータリアンが職業

奉仕を最も効果的に実行することが出来る
だろうか7

2．向う10年間にロータリー内で大きな変化

があるとしたら、それは何であろうか？

リーダー　兼子PG
パネラー　早坂PG、平松GN

そのあと、登録、資格審査、選挙、決議各

委員会報告があり、高坂Gより大会決議案の
発表あり採決されました。

0決議第1号　国際ロータリー会長代理派遣

に対する感謝の件　0決議第2号　RI会長
ェルネスト・インバッサイデ・メロ氏の年度

目標に協力する件　0決議第3号　直前ガバ
ナー大原首一郎君に感謝の意を表する件
0決議第4号　ホストクラブ並びに協力団体

に謝意を表する件　0決議第5号　山形市に

記念品を贈呈する件　0決議第6号　世界社
会報仕活動を推進する件　0決議7号　ロー
タリー財団に対する協力を更に強化する件
。決議8号1976年度連合地区年次大会を札

幌市に於て開催する件　D決議第9号1978

年度東京世界大会に協力する件　0決議第10

号1975～1976年第735地区と　研究グループ

交換計画を実施する件

◎大会第2日はRI会長代理よりRIの現況
についてお話があり、続いて各種表彰があ

りました。鶴岡RC関係は次の通り。
ロータリー財団功労賞～張　紹淵君

米山功労賞～故張生妹様
ポールハリス準フェロー～佐藤　衛君

10年間100％出席～早坂源四郎君、

鈴木弥一郎君、五十嵐三郎君、
佐藤忠君

表彰式のあと、作家戸川幸夫先生の「わす
れ得ぬ人々」と題し、感銘深い特別講演があ
り正午にロータリーソング「手に手つない

で」「螢の光」を最後に次期大会は「札幌で

あいましェう」にスポッラトイトが照らされ

点鐘、散解。
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職業奉仕の事例　　　　　　　PG前原勝樹編・職業奉仕事例集より転載

商品とともに満足を売る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　さん

私はこのたび不動産屋の仲介で、A氏の邸宅を譲っていただくことになりました。不動産屋

を通じて交渉の結果、譲渡価格も当初よりずっと安くなり、まことに申訳ない気がしていまし

た。

支払から登記と順調に進み「何日頃より私共の引越ができましょうか」とおうかがいしまし

たところ「約2週間かかるでしェう」とのご返事で、引越の荷造りもすでにできているのをみ

ている私には、どうしてそんなに日数がかかるかと不思議に思えたものでした。

約束の前日、私が行ってみますと、何と500坪の庭園の樹木は庭師の手で整えてあり．100坪

近い家は家洗いが済ませてあり、障子を貼り替え、畳替えまでされ、世に伝えられる大石蔵之

助の赤穂城引渡しを想起させられるような有様でびっくりして帰りました。

A氏は今まで庭を世話してきた人々に、今後も充分管理してあげるようにと依頼し、誰にも

出立の日時も、行先も知らせず、この屋敷を立去られました。尺余の鯉が群をなして泳ぐ池は

まことに美麗で、私は心より日々を楽しませていただいていました。ところが後日A氏の会社

の運転手の語るところでは「実にこの鯉は前からいるのと違いましで…‥。お引越の朝全部死

んで浮いていたんで、社長がびっくりされてtt土屋さんに申訳ないから元通りの大きさのを買

ってきて同じ教程、今日中に泳がして置くように，，と言われ、お金を預り私が買ってきて入れ

ました」と言うのです。
一つの商品をお客に売る時には商品プラス満足を売り、代金を受取る時には代金プラス感謝

を受取るようにする。これをロータリーの職業奉仕と言うのであれば、私はロータリアンでな

いA氏から「職業奉仕」を教えていただき、まことに汗顔の至りで、更に勉強したいと考えて

います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小野田　土屋直裕君）

雪の夜に職務に徹した警官　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　某警官さん

呉服店経営のY君は、車で金沢市へ仕入に出張をしたとき、商談の都合で帰途は深夜となっ

た。そのうえ、途中で季節より早く降雪となり、S町を過ぎて山道にさしかかると、積雪のた

め車輪がスリップをして、どうしても上れない。止むを得ずタイヤチェーンを買いに、S町へ

戻った。その時はもう12時を過ぎていた。

S町の交番所でチェーンを買える店を聞いたところ、居合わせた若い警官が、自ら数店案内
＼）　　してくれた。だが、不運にも在庫が無く、Y君は途方にくれてしまった。

ところが、その警官に自分の車のチェーンを外し、貸してくれたのである。チェーンを無事

取りつけ、これで安心だと、出発しようとした。こんな時、不運は重てやってくるものであ

る。ガソリンがもうわずかになっていたのである。これから行程はだ80キロ余りあるというの

に。しかも、すでに夜半の2時半を過ぎている。もう途中のスタンドは閉店しただろう、とY

君は思案にくれた。

そんな状態を見かねて、その警官は自分の辛のガソリンを分けてくれる。と言い出したので

ある。しかし、ガソリン注油用のポこ／プが無かった。だが、警官はゴム管を用意し、自分の口

で吸って注油してくれたのである。

こんな思いがけない手助けもあり、Y君はどうにか未明迄に無事帰着できたのである。

この若い警官の職務に徹した好意に、強く感激したY君は、その後当クラブに入会し、奉仕

活動に大いに努力している。　　　　　　　　　　　　　　　　　（大阪東　村岡秀雄君）
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職業奉仕はまず社員の人づくりから　　　　　　　　　　　　　　　赤壕正一君（習志野）

最も良く社会に奉仕するためには、先ず社員の人づくりが第一である。人づくりは、学校で

も家庭でも不十分で、会社が担当する以外にはないと思うが、現実には容易でない。私はやめ

られても嫌われても教育をする。これが会社の義務であり、その当人の為になると信ずるから

である。

その手段として、毎年海外に2、3名派遣し、報告を求める出題をしレポートを提出させ

る。その他、外部のゼミに参加させる。国家試験をうけることを援助する。社内研修の励行、

社員を概ね10名のグループに分け、週1回会食をし卓話を受持つ、等につとめている。

創業以来続けていることは、給料袋が本人および家庭への確実なメッセンジャーであること

に着目し、給料袋の表に短文（人生訓？）を毎月書いている。最近嬉しく思ったことは、数年

に亘り袋を保存している者があったことである。

ス　マ　イ　ル

鈴木弥一郎君　東北6県薬剤節会連合大会に於いて薬事功労賞を受賞
市川輝雄君、小池繁治君の両君　酒田ジャスコに開店

佐藤友吉君　県魚協三瀬冷凍・冷蔵工場新築工事落札
富樫良書君　鶴岡ブレーキ鯛鋳物工場新築工事依頼
佐藤　昇君　石黒慶之助様隠居所新築完成

会　員　誕　生

石井敬三君、石川寿男君、五十嵐三郎君、
佐藤正郎君、富樫良書君、山口篤之助君

奥　様　誕　生

石井博子様、三浦明子様、
斎藤修子様（得四郎）様、佐藤登久子（昇）様
鈴木須美子（弥一郎）様、玉城常磐様、
内山キミ様

9月140％出席　2名

黒谷君、鈴木（弥）君

9月120％出席　9名

早坂（源）君、石井君、石黒、小花君、中野
（活）君、小野寺、佐藤（忠）君、内山君、山
口君

9月100％出席　46名

阿部（公）君、阿部（賽）君、安藤君、張君、

半田君、飯白君、五十嵐（三）君、五十嵐

（伊）君、市川君、板垣君、海東君、玉城君
上林君、風間君、今野君、小松君、嶺岸君
三井（徹）君、三井（賢）君、三井（健う君、森

田君、男網君、中江君、中野（垂）君、石川

君、斎藤（得）君、佐藤（順）君、佐藤（衛）君

佐藤（友）君、佐藤（正）君、笹原君、新穂君
菅原（啓）君、菅君、鈴木（善）君、高橋（良）
君、横山君、谷口君、手塚君、富樫君、清
水君、山本君、薮田君、吉野君、菅原（辰）

君、皆川君
クラブ9月平均出席率　89・45％

出　　席　　報　　菖

：．．．∴∴二．1．．．、．．十十十∴工∴∴こ．
出　席　率74．65％

前回の出席

前回出席率77．78％

修正出席数　　65名

確定出席率90．28％

高橋（良）君、薮田君、佐藤（字）君、手塚君、
山本君、山口君

薮田君一新渇RC　阿部（裏）君一酒田RC
安藤君一山形RC　板垣君一温海RC一　詰二、－一帯

）君、横山君、菅原（辰）君－

玉城君一外国RC

ビジター悸黒雲姦訂詣冨是貰君、市谷義雄君、小林忠康君＿嗣西R。

）



鶴岡ロータリークラブ会報

毎25
1975－10－14　胸．16

鶴岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

例会場　笹島同市本町二丁目　ひさごや
例会日　毎週火曜日　午后12．30′）1．30

事務局　鵠岡市馬場町　鴇岡商工会議所内　竃0235（2215775

会長　佐　藤　　思　　幹事　吉　野　　熟

％点　　鐘

％ロータリーソング（奉仕の理想）

％ビジターゲスト紹介

％会長報告

㊥10月13日　クラブ協議会を開催

各委員長より活動報告・計画発表があった。
委員長だけでなく全員の御協力を願います。
ガバナー高坂先生の御指導ありがとうございました。

／一一企今週は青少年週間ですが、公式訪問のため来週に延期。

⊂禿 る12日鶴工高のインターアクトクラブの認証状伝達式があり、高坂先生の

臨席を戴き整然と盛大に生徒自らの手で挙行された。御苦労様でした。
ノ⑳去る10日高橋正太郎君より電話あり、元気な様子……皆さんによろしく。

％幹事報告
⑳例会場変更

山形西RC10月27日（月）12・30一新県庁11F　第一会議室

⑫第366地区年次大会

ホスト　大阪東RC　昭和51・4・16～17　大阪フェスティバルホール

％委員会報告（親睦活動）　板垣俊次君
⑳ソフトボール10月22日（水）8・30～　市営球場

雨天のとき　バレーボール　8．30～　第二体育館　登録料5，000円

％ガバナー講話（後述）

珍出席報告

％点　　鐘

Ⅵ〇】掴GN『Y THE HむmAN BEmG　人間に威信を．′
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高坂ガバナー講話

会長さん、皆さんからこうして私に時間を与えて下さいまして有難うございました。

昨日は委員長会議でおめにかかりましたが、おめにかからない方も沢山居られるようでござ
います。唯今御紹介にあづかりました高坂でございます。又、今朝程は墓参が出来まして有難

う御座いました。御友情の程に厚く感謝申し上げます。先ずスマイル少し許りさせて頂きま

す。（拍手）

昨日も申し上げましたように私はこちらの出身である許りでなく早坂フアストガバナーがい

らしゃいます。当クラブを訪問致しますのを永いこと楽しみにして居ったのであります。早坂

先輩はロータリーの最も偉大な指導者と考えて居ります。，実は本人を前にしてお世辞を申し上

げたりおべッカを使ったりするものではありません。これには私の考え、受けました感想がる
のでありまして、それをお話し申し上げたいと思います。第352地区等その他連合地区大会が

あったのであります。家内共が何か社会に奉仕するものはないかと思いチョコレートを仕入れ

て仙台の大会で並べたわけであります。それを買って頂いて利潤があがればそれを肢体不自由

児に寄附しようという営みであったのであります。

それに介入したわけでありませんが悪るい事でないから黙認して居りました。所がなにしろ

女共のことで相当多数仕入れた様です。思った程売れた様です。利益もあがり、相当額の寄附
も出来たようですが、尚沢山のチョコレートが余って家の中チョコレートだら桝こなった。山

形でも販売も顛んだのですがまだ沢山残って非常に困った。家内は皆様のクラブの三井先生と

御柁悪でしたので何かの機会に申し上げたようです。とに角鶴岡に運んだ。三井先生の奥さん
はあるロータリアンに話して、またたくまに売れて了った。どなたかと思ってたらそれが早坂

先輩で家内は非常に感謝して居ります。その当時私はお顔をはっきりしないが打てばひびくの
に驚嘆して居りました。

ロータリアンというのは良いと思えば実行する。成功するかしないか、損するか得するかそ

んなことよりも直ぐ活動を開始する。我々の活動は実践の哲学と言われます。それを身を以て

実践されたのが早坂先輩であります。私より二代前にガバナーに就任されて、直接我々を指導
されることになったわけであります。私の受けた印象は痛切でありましてロータリアンという

のはこういうのでなければいけないと感じて居るのであります。こういう立派なロータリアン

が居られることは幸福だと思います。羨しく思って居る所であります。昨日の会合でも伺いま

したが皆様方のクラブは絶えず実行していらしゃる。これは立派なものだと私は思って居りま

す。これがクラブのカラーであろうと深く感動したわけであります。さて鶴岡クラブは山形西
クラブと殆んど誕生を同じくして居ります。

当時私幹事として御宅のクラブの創立総会に出席させて頂いた、そんなわけでこうやってお

話申し上げることは皆様方にはなんにも参考にならないと思います。又人生経験といい大同小

異。むしろ私は経験不足でありまして厚かましくもお話申し上げるのは、気がひけるのであり
ます。これもガバナーに与えられた任務の一つでございまして昨日来の会議、今日の例会訪

問。これがワンステップとなって居りますが、やらにゃいかんとそこで感銘を受けるような良
い話をせにゃいかんと思って居るわけです。でも今申し上げたようなわけで、とても皆様にそ

んな話は出来ないのであります。

今申し上げたように皆様方の経験と私の経験とは殆んど同じで御座いますので今迄過して来
た約19年のロータリー生活の経過について或は違うこともあるかも知れませんが、少し許りお

話してみたいと思います。

申し上げましたように19年程なりますが、大体自分で振り返ってみますと非常に波があった
ようであります。三つの波がありました。

先ず始めの4、5年の間は私非常にロータリーに共鳴し感激し自分でもかなりやったという

感じがあったのであります。何故そう感激したかほやはりロータリーの組織の功みさ…‥・どこ

のクラブでも申し上げたのですが、私医者なんですから片よった経験しかもてなかった。相手
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になるのは殆んど患者、それから友達というのは医師会の医師の仲間であります。そうすると

結局話の内容は限定されまして自分ではそういう積りでないとしても、いつの間にか片輪な人

間になって居ったのであります。早坂先輩がよく’tゎしゃ医者は嫌いだよ’’といわれましたが

私は生意気な所が御座いまして……これは私のことであります（笑声）話してみると幼稚な人

生経験しかもって居りません。それが嫌われたと思いますが、ロータリーには色んな方がいら

っしゃいます。学歴等は問題でありません。私は小学校の劣等生だよといわれても話してみる

と非常に味わい深い人生経験をもって居られる。

外ではとても考えつかないような尊い人生哲学をもっていらっしゃる。色々話しすることに

より自分の片輪であったことがよくわかります。そういう時代が約5年程つづきました。一番

うれしかった時代であります。

次に6年目7年目になるとロー一夕リーに疑問をもって来るようになりました。

今も御健在ですが青森の斎藤之＿享＿スートガバナー、そのガバナーに手紙を出して私御相談申し
上げたことがございます。何を一番悩んだかと申しますと、その頃私共のクラブ自身がマンネ
リ化し、きれいごとを色々言いますけれど実際にロータリーの活動力がなんか衰えている。こ

れでいいのかと思うそれであちらこちら眺めると似たりよったりだ。どうもロータリーはきれ

いごとのうわすべりでないだろうか。外国のロータリーはどうだろうか。東京クラブはどうだ

ろうか、きいてみると東京クラブは何か偉い人許りで何等活動はしない。
これだとロータリーはきれいごと許りだと悩みがわいたのであります。

余程やめようかと思ったがそれかといってぬるま湯から出たら風邪ひく様な気がしてロトク
リーやめる気にもならない。ずるずる過ぎた。そういう時代が4、5年つづいたのです。でや

っている間にいつの間にか安定した気になって来た。それが最後の4、5年です。

どういうわけで安定したかといいますとやはりPrタリー仲間、会員が再確認できたという
ことです。

最初感激したのほ珍らしさからでしたが、それが10年も立ちますと単なる珍らしさとか、職

場が違ってるからでなくいわず語らずのうちに尊敬出来る人が沢山表われたのであります。友

情の再確認と申しますが、それが結局ロータリーの真髄ではないでしょうか。ロータリーでは

親睦といいます。友情の輪を広げようといいます。それが混迷の時代はお経だけ唱えてきれい
ごとだけじゃないかと疑問をもったのですけれども過ぎてみると10年の間の友情が強固なもの

であることと再確認したのであります。それが非常に私感激でございました。又友情の確認を

どうしてしたか、事例を申し上げますと長くなりますし、くどくどしくなりますので申し上げ

ませんが、精神的にも経鼠・伽こも私うんと助けられました。

困った時に友達というものはこういうものかと改めて10年位もたってわかったのでありま

す。そんな事でこの度ガノ、ナーを命じられて国際協議会に参加しましたけれども何んとかして
ロータリーの源流を尋ねてみたい、御存知の様にポール・ハリスがシカゴで3人の友達と会っ

て話し合い友情の有難さがどういう所で生れたか検討した所、違った人が4人集まった所から

始まったといわれますのでその所を訪れてみたい。それでそのビルを訪れたのであります。そ
こ皆様方御存知のようにデァボン街にあるユニティビルという一室で最初に集まったという所

ですぐわかりました。

ピカソの彫刻が飾ってあります。どういう意味を表わすのか、女性の顔だという人も居りま

す。大きな鉄製の彫刻があります。有名な所ですから直ぐわかります。当時は立派などルだっ
たでしょうが今はその周囲に沢山の白亜のビルがたちましてポッリとはさまれた様に黒ずんで

立って屠りました。そこの入口にレリーフがたってありました。ここがポール・／、リスのロー

タリークラブであると書いてありました。感慨深く眺めていました。その前のベンチに坐って

回想にふけっていたらボント肩を叩くものが屠る。みたら一人の米人でした。君はロータリア
ンかバッチで直ぐにロータリアンを確かめあって実は私は日本に行ったことがあるんで日本は

非常に慎しい所だ。そこで暫く話して居りました。始めてみる人だったが忽ち友情がわくので

すね。



825－16－4

片言の英語で10分間も話したでしょうか。之もロータリアンの嬉しさ。とにかく始めて会っ

た人でも直ちに意気投合する有難さをつくづく味わったのであります。結局ロー一夕リー仲間の

友情というもの。之は私としては単なる仲良しの友達というのでなくて我々は皆職業人です。

そこに友情があるわけですが、高校生や中学生の友情と違って信頼がなければ出来ないような

例えば経済的な結び合いや間柄にもなるわけですが、それが現在信頼に裏づけられた人がクラ
ブの中に沢山居ることが何といっても嬉しい。世界中の友が今申しました様にボント肩を叩い

ただけで本当に仲良しになる。これが有難いことです。これがハリスが狙った原点でないかと

感じたのであります。インバッサイ会長は今年度あのようなターゲットを掲げて居ります。結

局こういう組織を作るのは人間である。組織にふり廻される人間になってはいけない。人間が

立派になって立派な組織を作るんだと国際会議でも反覆しておっしゃったのであります。

あのハリスの言葉、我々の理想は星に串をつなく“様なものだ。今でこそ月に行けるが当時は

考えもつかなかったことでしェう。

そのように難かしい理想に向かっているのだという事を述べて居ます。インバッサイ会長は

例の水平線の言卦…‥行けども行けども水平線は去って行く掴もうと思っても掴めない而し我々
は水平線に向って前進するんだその水平線の彼方にあるものが我々の理想ではないだろうか、

手では掴めないが歩んできた道をふりかえってみるとそこには立派な道がついているんだと、

皆さん勇気をもってこのロータリーを信じ適進しようじゃないかという事を何辺も申されたの

であります。私も非常にこれに感激して申し上げたり害いたりしていますが、結局我々人間が

立派にならなけりゃロータリーも立派にならない。昨日のアヅセンブリで申し上げました様に

職業奉仕、社会奉仕というものがありますが、全部個人のものです。個人の教材であります。
結局私が掴んだロータリーは名文句、名言がありますが我々が我々自身を訓繚して我々の品性

を高める。そして世の中が明るくなる。それがロータリーの目的でないか。私はまだまだ足り

ないものです。

而し線香の先の光がついたとすればそれだけ満足です。それが将来もう少し輝くかも知れま
せん。皆様方大きな光をもって居られるでしょう。一人、二人と将来大きな光となるでしょ

う。それがロータリーの考え方であります。迂遠な廻りくどい考え方ですが現在のロータリー
の考え方であります。我々のロータリーを信じて邁進して頂きたい。これが私の願いでありま

す。（拍手）

スマイ　ル　　早坂徳治君　商工会議所主催釣大会入賞
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怪鳥岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

例会場　鵠同市本t町二丁目　ひさごや
例会日　毎週ゾく曜日　午后12．30′－1・30

事務局　韓岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電0235（2215775

会長　佐　藤　　思　　幹事　吉　野　　勲

％点　　鐘

％ロータリーソング（それでこそロータリー）

％ビジターゲスト紹介

珍会員誕生視　　玉城俊一一君、山口篤之助君

％会長報告
⑳去る14日353地区高坂ガバナー公式訪問終る。

各委員会よろしく実のある活動お願い致します。
⑳交換学生　伊藤久美さんより優り（後述）

や理事会の報告……①会員阿宗文雄君の会員身分自動的終結について
……②シニア会員飯自祐古君の出席免除（病院入院）

珍幹事報告
㊥変更のお知らせ

温海ロータリー10月27日15．00～　釣り堀りセンター、登録料3，000円

⑪会報到着　白鷹、山形北、山形、山形南、山形西

％青少年活動週間（10月12日～18日）

㊥スピーチ　安藤足助君（後述）

珍委員会報告
⑪職業奉仕：三井　健君

事例集の応募願います。次回迄（〆切今月中）

㊥親睦活動：上林一郎君
スマイル：庄内銀行　玉城俊一君　海外旅行より無事帰還

スマイル：ツルオカ薬局　鈴木弥一郎君　薬事功学者知事表彰

％出席報告

TO】mGNIFY THE HULVLArl BEJrlG　人間に威信を．′



青少年活動週間スピーチ　　　青少年委員　安　藤　足　助

青少年週間に当りロータリークラブの青少年活動について皆様と共に2～3考えて見たいと思
います。

1・ロータリーの青少年活動の目的

若い人たちの価値や潜在能力を発揮させるト社会の人びとの若い人に対する評価を高
めさせる－工夫された企画をたてプログラムを作る（青少年活動週間はその一例）

②　ロータリアン個人を青少年活動に参加せしめ、一青少年のためではなく－青少年と

共に働く－ロータリーのすぐれた方針（指導原理）を具体化する。

③　何れの国に於ても最も価値ある資源－青少年－深い関心をもち、そのおかれている
現代の社会情勢及びその実憩を認識する。

2．ロー一夕リーの青少年活動上－「せよ」－「するな」

①　「せよ」
0地域社会における青少年問題のあらゆる面の調査。

0地域社会の青少年に関する機関。奉仕団体の代表的指導者との会合、討議。
○青少年代表、或は学校、職場代表との会合、プログラムの検討、協力の依頼。

。理事会及び関係常任委員会、特定委員会との連繋。
。青少年のためではなく－青少年と共に働く。

（参　「するな」
。十分な知識なしに始めること。

0青少年の意見や自主性を忘れること。

。型にはめること（創意と提言は青少年自身から）

0一匹狼のように行動すること。

。青少年に対する優越的な態度をとること。

ひ時期尚早の発表。

0若い人たちの精力と能力を軽視すること。

3．青少年活動週間

①10月15日を含む週間－「青少年活動週間」
（参　週間の目的

過去の奉仕を記念することではない。現行の諸計画を新たな必要事項に照らして検討
し、現代の必要に応じた計画を展開し、また適応させる。

③　週間実施上の着想
0現行活動と重複しないで、むしろこれを強化する。
0「せよ」の事項の推進強化と「するな」の事項の反省検討。

0青少年の業績を讃える「青少年功績賞」の贈呈（表彰状は文献事務局にある）

4・我がクラブの青少年活動の現況

我がクラブの青少年活動は創立以来伝統的に活発でボーイスカウト、インターアクト
ローターアクトについては、去る5月20日「私がクラブの青少年奉仕とその現況」につ

いて例会スピーチの上会報に特集し、既にご承知のことと思いますが、以下主なるもの

を挙げて見ましょう。
。善行青少年の表彰。
。地域社会の青少年に関する調査（15団体）
。ボーイスカウトの援助。

0インターアクトクラブの創立、援助（3クラブ）

0特殊施設の青少年に対する援助（思恩園、盲学校、慈丘園、特殊学級）

0青少年に自然に親しむ機会を与える。
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0国際理解と親善をはかる。

交換学生の受入、派遣

交換学生と青少年との交歓
0ローターアクト・クラブの創立と援助。

。青少年グループとの懇談。

0中高等学校英語弁論大会激励。

0ボランテアサークルの集い開催。

0ユネスコ巌会会員参加とユネスコ援助。

。山大農学部学生と勤労青年との集い開催。

0青年研修会（酒田、鶴岡）の開催（吹浦海岸）
0鶴岡⊥業高校短期海外研修の斡旋と援助。

0その他

5．ま　と　め

以上青少年活動週間にあたり、指名されるままに皆様と共にロータリーの青少年活動につ
いて、その日的、活動に当って宵意すべき「せよ」「するな」等、叉青少年活動違問の内容

や積年の当クラブの青少年活動等その一部を考えて見たわけでありますが、プ封こ申しました

様に当クラブは創立以来特別代表安斎徹先生の適切且つ徹底した御指導により、よくその基

本を理解し、年度毎会長、委員長を中心に会員こぞって青少年問題に関心をもち、上記の様
な活動を続けられ、大いなる成果を挙げているものと思います。

姉妹クラブ台中港扶輪社会報から　国際舵委員長　中江　亮
1975・8．18（民国64年）刊行の社刊（会報）にかなり大きい見出しで、tt日本山形県鶴岡扶輪

社社友来訪を歓迎する’’と書かれてあった。当クラブが誇る知名度高きコスモポリタンの新穂

光一郎君のメークアップである。友愛添れる懇切な歓迎論説の車で世界社会の混乱と危機を訴
えロ∵クリアンの連帯責任と友情の相互発展を説き共同の行動を切望された。漢字のせいもあ

ろうが文意からかなり強い印象を受けた。共感を呼びながら台車港社の方々の変らぬ友情に深

く敬意を蓑する次第である。
さて、この会報から幾つかの字句及び事柄を抽出して御参考に供したいと思う。

四大服務工作計画……4大奉仕部門活動計画

思納期多、殴柏賽総社長……エルネスト・インバッサイ　R・Ⅰ会長

維護人類尊厳十・・・人問に威信を……TO DIGNIFY THE HUMAN BEING

△秘　　　書……幹事…‥鶴岡市役所の助役様も秘書と呼ばれたらtl失敬ナッ”と言われる
かも知れない。

△司　　　庫……会計

△糾　　　察…‥S．A．A（会場監督）……演話者、演講時、不得私自講話（同病相憐れ
むべし）

△社務服務委員会…・＝クラブ奉仕委員会

△出席委員会…‥同名称

△聯誼委員会・‥‥・親睦活動委員会

△節目委員会……プログラム委員会

△会報委員会が見当らないが社刊委員会かと思う…‥・日本文のロータリーの友を社友によ
く読ませよと活動計画に入れてある。

△職業分顆委員会……同名称

△社員及び発展委員会……会員選考、増強の両委員会を統合したもので……社員の中でロ
ータリーの主旨又は定款、細則に背反する言動ある者があれば理事会に報告

し処理を仰ぐとある。

△扶輪知識委員会・り…ロータリー情報委員会

△膳食委員会・＝…なかなか面白い呼称の委員会であるが当クラブではS・A・A及び親睦活
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動委員会の中に含まれるものと思うが次の活動計画で御想像下さい。
①　鮮理例会、特別晩会之膳食及び郊遊旅行之便条。
②　膳食力求多変化、極量適合大衆口昧輿嗜好。ちなみに台車港扶輪社の出席

率は345地区で第1位と言う話です。
△社会服務委員会…‥・社会奉仕委員会……成績優良公務員を表彰し讃える仕事も活動の一

つである。

△職業服務委員会……職業奉仕委員会…・＝模範工員を表彰し又は雇用主を遊山に招待する
など多彩な計画

△国際服務委員会……国際奉仕委員会……世界社会服務、国際青年計画、扶輪基金委員会

（ロータリー財団委員会）の三つに分けられているが当クラブと殆ど同じ内

容の活動をされておられる様です。

当クラブの国際親睦委員会に該当する。△加強姉妹社聯繁と言うのがあり、
姉妹クラブ間の交換学生、書道、美術作品（児童程度と思う）の交換展示を
希望しておられる様です。

ロータリー財団蚕の計画の中で面白いのが、tt若し現任会長にしてポールハリス・フェローた

らんと欲する意志ありたる時は、即ち之を促して実現せしむ”……この名暗示に姉妹クラブ会

長様たちがかかればロータリー財団委員長様はtt棚からボクモチ”

更に愉快なのは7月の理事会の決議である。

議案　＠新旧会長及び役員の交替式典に於て一括スマイルをなすこと。

議決　㊥新旧会長各1萬元（￥80，000））新旧副会長各（￥40，000）新旧幹事（￥24，000）

新旧S．A・A、会計、理事各（￥16，000）会員（￥8，000）正に快挙と重ねて敬意
を表して拙文を結ぶ。

交換学生伊藤久美さんよ　り

拝啓10月の訪れで秋の雰囲気そのものという感じの今日このごろです。アメリカでの生活も

早一ケ月をむかえ、まだ辞書をほなせないながらも毎日充実した生活を送っています。学校で
の勉強もなんとかがんばっていますが歴史などの教科になると全くといっていいほどだめです

が数学は日本の方が進んでいるせいかいつも90点以上の成績を保っています。ホストファミリ
ーの方々と8月の末にニー′、こ／プシャーの湖へ、また9月の末にはマサチューセツのケープカ

ードという大西洋につき出た半島へ行ってきました。両方ともとても美しい所でした。今月も

他の州へ行く予定です。
ところでこちらのロータリーは多少そちらとは違うように思われます。バーバラの場合たく

さんの例会に出席したようですが、私は9月の3日例会に出席したきり来年の5月まで何の例

会にも出席しなくてよいのだそうです。でも学校でたくさんのパーティーはありますが……。

先日バーバラと連絡がつきました。彼女は今一年間の勉強をとりもどさなければならないの
で毎日4時間の勉強をしているとか。たいへんだとなげいていました。学校休みの日に会う約　、、＿ノ

束をしたので楽しみです。ニーハンプシャ一に行った時写した今の私のホストファミリーの方
々の写真同封しておきます。では近況お知らせまで。

出　　席　　報　　告
早坂（徳）君、板垣君、風間君、今野君、嶺岸君、三浦君、中野
（重）君、小野寺君、斎藤（得）君、斎藤（信）君、佐藤（昇）君、佐
藤（衛）君、佐藤（正）君、新穂君、高橋（正）君、高橋（良）君、横
山君、佐藤（宇）君、清水君、山本（正）君、薮田君

前回出席率67．61％

修正出席数　　62名

確定出席率87・32％

玉城君一東京日本橋東RC、笹原君一東京日本橋RC
五十嵐（伊）君一米沢西RC、薮田君一気仙沼RC
阿部（嚢）君、中野（清）君¶酒田東RC、五十嵐（三）君一温

クプl警施ク、鷺蒜謡砦詣h砦竺露南雷雲雷、中野（重）君

ビジターl葦欝完投二欝欝墨壷君、矢尾坂章君、小林忠康計鯛酌。
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鴇岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

別会場　魯岡市本田丁二丁目　ひさごや
例会日　毎週火曜日　午后12．30′－1．30

事務局　鶴岡市馬場t町　横間商工会議所内　電0235（22）5775

会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　勲

多点　　鐘

％ロータリーソング（手に手をつないで）

㊥ビジター紹介

％会　　長

⑳去る26日　白鷹RClO周年記念式に参加報告（参加者　会長、内山君、石川君）

㊨スポーツ大会等（後述）

奇観工インターアクトクラブより礼状が来た

％幹事報告

変更について

や八幡RC11月1日を11月2日に12時30分より　升田公民館1，500円

㊨山形西RC　日月10日17時30分より　千歳館

⑳山形南RC l1月4日を11月3日に18時より　山交ビル7階

や会報到着　八戸、能代、鹿児島西

中チャーターナイト案内　串本RC　51年2月22日　串本　ホテル浦島

登録料　会員10，000円　家族8，000円

◆会員スピーチ　　内　山喜一君　（後述）

％委員会報告　（後述）

多出席報告

㊨点　　鐘

TO】ⅨGNIFY THE HULVIAM B臼NG　人間に威信を．′
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道　場　訓　再　考　　　　　内　山　喜　一

今月の初め、4日、5日と2日間に亘りまして山形市民会館で開催されました、353地区の

年次大会における、戸川幸夫先生の「忘れ得ぬ人々」と題する特別講演は、誠に深い感銘をも
って拝聴致しました。

その講演のなかで特に心を打たれたお話、その要点を申し上げまして、それに関連すると思
いますが、私のお話を引続きさせて頂きます。

戸川先生の恩師であります作家の長谷川伸先生が亡くなられる3日程前だそうです。たまた

まお見舞に行かれた戸川先生に遷された言葉tt人はその生涯に於て、生きている意義を何等か
のかたちで、この世に残すべきである”と言う意味のことを申されました。

その言葉に関連してAと言う死刑囚のお話がありました。そのA死刑囚は、ある事情で牧場

主である2名の女性を殺害して仕舞い、当時北海道の刑務所に服役して居りました。その服役

中に、点字の翻訳を習得されましてたまたま戸川先生作の「高安犬物語」の点字翻訳が奇縁と
なりまして、文通の交際が始まりました。その文通を通して戸川先生は、先程の恩師の言葉の

意義なぞ再々書き送られたそうであります。
A死刑囚はだんだんと悟るところがあったのでしェう、それ以後は点字の翻訳に一層力が籠

りまして、僅かの日数のうちに死刑執行の時刻、死の間際まで続けられた訳本が、合計280冊

余りとなりました。その間、先生は他の多くの友人、知人に呼びかけまして、A死刑囚のこの

善行、改懐の明白さなぞを説いて、助命嘆願の運動を起されましたが、遂にその甲斐もなく、
この280冊余りの訳本が、A死刑囚のこの世に残す唯一のものとなりまして、間もなく刑の執

行となったそうであります。

次に戸川先生の郷里、佐賀の葉隠思想の死生観につき先生ご自身の体験のお話しであります

先生のお話に入る前にtt葉隠”と言う名前と思想について参考までに次のことを御紹介

申し上げます。
『奈良本辰也訳編のtt葉隠’’によりますと、tt葉隠という名前は、どういうわけで選ばれた

のか明らかではない、西行法師の「山家集」恋の部に

はがくれにちり止まれる花のみぞ

しのびし人にあふここちして

と詠まれた歌から出たものだろうと、説く人もある”と、ある一説としてこのように言われて

居り、尚、葉隠の思想の項に次の一文があります。
It葉隠この本の素略しさは、人間の生き方を教えているということだ。それは、宗教でもな

ければ、道徳でもない、それを超えたところにある、人間の美学だ。太平な時代が始まっ
て、人々は秩序のなかに安住し、その魂の撥渕さを忘れてしまうような時期だった。誰も

彼も、その社会が作り出す、類型化のなかで、判で押したような人格に飼いならされよう
としていた。それに痛烈な批評を加えて出現した入学の美学なのである。この美学は現在
において、人間が主体性をとりもどすためには、最も必要なもののように思われる”

と以上のように葉隠思想の一部を解説して居ります。何か、この解説のなかに現代の社会、

世相に対し指摘されている部分があるやに思われますので一寸紹介させて頂きました。

話を戸川先生の体験談に戻しまして戦時中のこと、先生には毎日新聞の海軍報道班員として
南方派遣を命ぜられました。折から同乗した飛行機の操縦士の操縦ミスから海中に墜落すると
言う事故にあわれました。急に高度が下がり危いと感じた時、自然に機体の壁際に身を寄せて
いたそうで、それまでは覚えていたが、その後、海水の冷たさに気付いた時．破損した片方の

翼に、つかまって居た自分に気付き、初めてあゝ生きていると思ったそうで、突然に来る死と
は、ある一点を境として、苦痛は伴わぬもののようだと、その体験を語られました。計らずも

墜落した場所が台湾の近くで幸い間もなく救助されましたが、その台湾に於て始めて戦況の重
大さ、その真相を知りまして生死二者択一を迫られる体験を再びなされることとなりました。

と申しますのは、当時はご承知の通り第一線の情報はすべて軍の検閲を経て報道されて冒りま

ヽ－　）
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した。従って事実と相違した戦況や情報を私共は知らされて敗戦の日まで、勝利を信じて参り

ました事は、既にご承知の通りであります。

先生は台湾に於いて、その不利な戦況をまのあたりに見まして、この事実を何んとかして内
地の人々に知らせるべきと思って居ります時たまたま誠に好都合にも、司令長官が、これから

出撃する特攻隊員へ最後の訓辞を与えると言う機会に恵まれました。早速その訓辞を聞いたそ
のまゝ、毎日新聞本社へ秘かに生竃で送信したのであります。毎日新聞本社に於ては当然検閲

済みの記事として、それをそのまゝ報道したのは勿論のことですが、直に軍の知るところとな

りまして、間もなく台湾の司令部から、出頭命令が参りました。出頭すれば当時のこととて、

死のフイリヅピン送りは必定です。と申しますのは、その頃既にフイリッピンの大半は敵の手

中にありまして、転進に遅れた技術兵員の救出作戦が、夜間秘かに行われて居りその救出用飛
行機の搭乗用員として、先生のように軍の規律に達反した者を、罰として当てられて居りまし
た。尚、この救出作戦は成功率の極めて少ないものでフイリッピン用員に指名されると言うこ

とは正に死を意味するものでありました。

同僚の多くは、暫くの間高砂族の部落にでも身を隠していてほと、頻りに勧められたそうで

すが、先生は、如何に逃げ隠れしてもとても憲兵の目を逃れることは到底考えられぬ事と断念
し、又生か死か、二者択一を迫られた時は、死を選ぶと言う。葉隠の伝統精神に従いまして、

敢然として出頭されました。計らずもそれかから一週間後、司令部一帯が大空襲に見舞われま
して、空襲の翌日焼跡に唯一人立って居られた司令長官と奇しくも逢うこととなりまして、長

官からその場で帰国を許されると言う、誠に感動あふれるお話でございました。

私も曽って目安事変の折、従軍の経験があります。あの厳しい軍の規律を知る者の一人とし
て、先生のこの体験談に身の引き締る思いが致しました。

以上の先生のお話しから、私もある一連のことを想起致しましたので引き続きそのお話しを

させて頂く次第でございます。

お話しの題を仮に「道場訓再考」と致しましょう。実は12、3年前になろうかと思います。
tt全国師友会”の例会、現在もあります。当鶴岡に於てほ、松ヶ丘の東北農家研修所々長の菅

原兵治先生が支部長で、その例会の席上で発表させて頂いたものでした。その頃、私共の取引

先に新学社と言う教育書専門の出版社がありまして、その出版社の嵐閑紙、新聞紙の四分の一

程のささやかなものですが、その社説に掲載されて居りましたのが、この道場訓でございま

す。その道場訓のありますのは、京都伏見のある剣道場のもので
日ク

ー、国のためなら血を流せ

一、人のためなら涙を流せ

一、自分のためなら汗を流せ

以上3ヵ条であります。

第1条の血を流せは現代に於ては少々抵抗があろうかと思いますが、言葉を変えて、国を愛
＼JJ　　する、自分の生れた国、故郷を愛するとしたなら、決して不自然でなくご理解を頂ける事と存

じます。第2、第3条これは誠に尊い言葉であり心であると思います。

若しこうした心、精神をもちまして特に若い人々を教育し、育てて来たとしたならば近頃の
ように、日本人の精神的危機なぞ叫ばれずともよかったのでほと思われます。近年特に若い人
々の服装や服飾には目を覆うものがあります。特に男子の長髪は、既に不自然ではなくなりま

した。衣服に至っては総じて青年男女が正反対の色彩と服装を好んで着用し、男女の判別さえ

難しい近頃です。このような風潮、これを案ずるのは思い過しとは言えぬと存じます。青年男

女のこうした感覚の程は、専門家に任せると致しまして、この異常とも云える世相を心から案

ずるものであります。

少なくとも、せめて

自身の国を愛する心情
人のために涙を流す心根

自分のために汗を流す努力
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本釆日本人の精神構造は、国を愛し、他への思いやり、自からへの精進、こうした思想に根
ざしたものであったと思います。せめてこれからの教育に、以上のような、心、精神的なもの

を多少なりとも、組入れる必要があろうかと存じます。

何れ折をみまして、京都伏見へ参りこの道場訓の由来など、尋ねて参りたいと念願して居り
ます。

話を前に戻しまして、戸川先生のIt生か死か’’tt生きている実証を”と言う、特別講演から

以上思い出すまま述べさせて頂きました。

大変口はばったいこと多々あったと存じますがお許しいただき度うございます。ではこれに
て終らせて頂きます。有難う御座いました。　　　　　　　　　　　　　　　10月28日

委員会報告
整姉妹クラブ　台中港扶論社会報から（会報826）‥…・国際親睦委員長　中江　亮君

草スポーツ等報告（入賞者よりスマイル）……親睦活動　上林一郎君
50・10・22……　5クラブ・2会議所親睦スポーツ大会　バレー

鶴岡西と対戦　2：0で惜敗
50・10・25……釣大会　審査結果…優勝　板垣君、準優勝　小松君

1位　早坂君、次点　栗谷君
……　ゴルフ大会 優勝　佐々木君、準優勝　笹原君

1位　薮田君、以下　会長、横山君、五十嵐君

本日の出席

前回の出席

出　　席　　報　　告

阿部（賽）君、安藤君、森田君、五十嵐（伊）君
市川君、玉城君、斎藤（信）君、今野君、三浦君
佐藤（順）君、佐々木君、菅原（啓）君、高橋（正）
君、佐藤（宇）君、富樫君

前回出席率7。．42％∈

修正出席数　61名号㌶
確定出席率

薮田君一浜松RC　風間君一山形南RC

板垣君、嶺岸君、中野（重）君、小野寺君、佐

藤（衛）君、新穂君、横山君、清水君、山本君一鶴
岡西一RC

ビジター眉芸…蓋し蓋芸喜≡雲二塁慧芸三郎君、菅原年楓加藤広君・
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鶴岡ロータリークラブ会報

亀2亀
1975－11－4　勉19

鵠岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

例会場　荏畠岡市本町二丁目　ひ　さ　ごや
例会日　毎過火曜日　午后12．30′〉1．30

事務局　鶴岡市馬場田丁　笹島岡商工会議所内　謁0235（2215775

会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　勲

％点　　鐘
％君が代
珍ロトタリーソソグ（奉仕の理想）

㊥ビジター紹介

⑳会長報告一
命11月25日　年次総会　次期役員の選挙

指名委見　委員長（次期会長　鈴木弥一郎君）石黒君、三井腎君、安藤（定）君
小池君、斎藤（得）君、現会長（佐藤忠君）

以上理事会の報告
⑳高坂ガバナーより便り（後述）
⑳菊地敏君より便りが来た
○会員増強についてよろしく
⑪雑件Ⅰ

多幹事報告
や例会日変更…山形RC、11月5日（水）を11月8日（土）に12：30～丸久松坂屋
㊥例会場変更‥立川RC、立川町コミニュテ←センター（旧会場のすぐ隣りです）
冬御案内……東京RC、12月29日（月）12‥30～帝国ホテル3階・富士の間

％スマイル　佐藤伊和治君
進藤誠一君

…・庄内百万石まつりミス庄内審査員

小松広穂君　……庄内百万石まつりミス庄内世話係
吉野　勲君　……物産協会会長賞
五十嵐伊市郎君……長年民生委員、県知事賞

多誕　　生　会員：風間慶三君、佐藤衛君、鈴木善作君、薮田誠樹君
奥様：津田満里子さん、菅千代さん、菅原和子さん
小松久子さん、早坂左枝子さん、阿部清さん。

％ロータリー情報委員会（後述）

多出席報告
％点　　鐘

TD】ⅨGNFY THE HULVIArl B臼NG　人間に威信を．′
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出席について考えましょう
ロータリー情報委員長　石　黒　慶之助

先般、高坂Gの公式訪問の際、わがクラブに対し重大なアドバイスが2つあったと思いま

す。1つは鶴岡クラブは委員会活動が非常に立派であるのに出席が悪い。一般的に汁席の良い
クラブがロー一夕リー活動も活発であるという常識で判断出来ない不思議なクラブであること0

もう1つは庄内分区内他クラブより「鶴岡クラブは敷居が高く、メークし難い」との声が相当

あったということであります。

後者についてはSAAの佐藤正郎君が直に対策をとり実行に移っております。即ち玄関まで
ビジターを迎え出ること、席をビジターの座り易いところまで案内することなど、その接待に

気をつかっています。SAAの皆さんご苦労ですがよろしく願います。

鶴岡RCの出席はどうして良くないのか？

9月の地区内各RCの出席報告によれば庄内から温海、酒田東、八幡の3クラブが100％を

達成しています。ロータリーでは出席を非常に重要視して居りますが、わがRCは過去17年間
で月間100％の実績をあげたことがあったでしょうか。どうも鶴岡RCは過去をふり返って見

ても出席が最大の弱点のようです。9月の出席率は89・45％（第49位）でありましたので、72

名の会員中平均8名の方は例会を欠席し他RCにもメークしていないわけです。その原因は何
んであるか、大別して2つに分類出来ると思います。

（1）出席したいがどうしても出席出来ない方
（2）バッチには未練あるがロータリーに重点を置いていなし、方

（1）の場合は病気、災害などのご不幸な方であり、クラブも深い同情をもって、出席率の低下

などお気にとめないで、ゆっくりお休み願っています。唯欠席による身分の終結にむすびつく

といけないので理事会へ賜暇瓢、を文書を以って出していただくことになっています0

問題はr2）の場合であります。ロータリーの例会はつまらない、興味がない、今日は仕事も忙

しいし欠席しようと考えます。わざわざ他のクラブに貴重な時間をさいてまでメークもしたく

ないと考える方であります。皆さんもこんな経験を幾回となく経験したことでしょうがこれを

乗り越えて頑張って来たわけです。
このメークの出来ない会員が何人いるかによってクラブの出席率が低下してまいります。私

は次回例会欠席と予定される場合はその前週中にメークし貯金するよう心がけて実行していま

す。その方が安心して欠席出来ます。

処でロータリーでは、ずぼらな無制限な欠席には「会員身分の終結」という制裁がありま
す。即ち連続4回例会欠席と半期毎6ケ月間で60％に違しない会員は、理事会で正当な理由あ
りと認めない限り、自動的に退会となることになっています。鶴岡RCではこのルールを守っ

ていません。欠席者に対し非常に温情的なのです。この温情が友情なのか好意なのか、ロータ
リーのためになるのかどうか、その判断が大変難しくなっています。特に地元社会の有力者と

か名士である会員の場合仲々厄介であり、会費はチャンとおさめ例会には欠席となります。教

育をしてロータリーに協力頂くように指導することも、tt辞める”と言われても困るのが理事

会であります。私のように平凡な野人であれば幾らでも補充出来ますがロータリーの名誉とか

社会的な権威とか考えねはならぬ場合も出て参ります。こういう方をロークリトに引きつける
には何うしたらよいか理事会だけにまかせず皆様にも充分考えていただき名案があったら、ご

発表いただきたいものです。

出席と竺＝（手続要覧、18京）

所属クラブ又は他クラブの例会にその所定時間の60％以上在席した事実をいう。
④　賜暇中（1）又は理事により例会に欠席を承認された会員（2）も他RCへメークアップし

なければやはり欠席である。但し「欠席による身分終結」には該当しない。

⑧　名誉会員（クラブ限り）、バスト・サービス会員（現職から引退し正会員身分を失った

もので通算5年以上正会員である場合）、シニアアクチブ会員　①通算15年以上の正会員

ヽ一、－／



828－19－3

②60才以上、10年以上正会員　③65才以上5年以上正会員　4・RIの役員で、クラブ定款

第8条第5節困項並びに国項の規定によって理事会の承認を得ている者を除く。
困　長期間で病気の方（バスト、シニアであって）はクラブの出席記録に算入しない

目　通算20年以上の会員であって65才に達したシニア

（1）賜暇（細則第9条）‥‥‥理事会に対書面を以て、正当且つ充分な理由を具して申請

することによって、会員は一定期間を限り例会出席義務を免除される……但し、会員
の身分喪失を防ぐためであり、クラブでは欠席扱い

＿例会とは

クラブが公式に毎週定期的に開く会合であり、

例会と認めない
クラブの臨時会合……クラブ協議会、分区会長、幹事会理事会
円卓会議……フォーラム、委員会
その他の非公式会合……家族会、リクリェーシ′ヨこ／、懇親会

例会出席と同じ取扱いを有する会合
・RI主催の国際大会、国際協議会、RI役員会、地域大会
・地区大会、地区協議会、地区研修会
・I CGF

【旦席補填（メークアtZL

欠席した会員は、欠席した日の直前の所属クラブ例会の定例の時刻から欠席した日の直後の

所属クラブ例会の定例の時刻までの間に他のクラブ例会へ出席すればよい。
メークアップは単に出席補填ではなく訪問クラブへの親善と勉強にもなります。時間があっ

たら他クラブへのメークを大いに行うべきでしェう。
・メークアップすればそのクラブの幹事より所属クラブ宛報告がある

・本人からの連絡でも正式に認める

・他クラブに定刻までメークに行った処、休会、延期、時刻変更、会場変更などで目的達し

得なかった場合はメークアップと認められる

例会が休みとな早場全＿

・法定休日……年間12日、振替休日（11月24日）はどうなる（月曜日）

・日本ではお正月3ケ日（慣例）、大晦日は駄目一例会変更はかまわない
・クラブ会長の死去

・地域社会全般に亘る流行病とか又は災害のある場合一休会しても止むを得ない

会員身分の存続
（クラブ定款第8条）

〔期間〕会員身分は次の定めるところによって終結しない限り、本クラブの存する間存続する

〔終結する場合〕
材）職業から離れた場合

職業分類の職業から離れた場合、区域限界から事業所も住居も持たなくなった場合
（例外）・移転の際、1ヶ年の特別賜暇制度を活用できる

・5年以上正会員の場合は当該市町の行政区域内にあればバストサービスとなる

（ロ）会費不払

所定の期限後30日以内に会費を納入せず、幹事が書面を以って催告し、それより10日以内
に納入しない老

い　欠　　席

1．連続4回例会欠席…‥・理事会が正当な理由ありと認めない限り、自動的に終結

2．クラブ年度前半期又は後半期の6ケ月間に出席率が60％に達しない場合

国　他の原因による終結
1．会員としての資格条件に欠けるようになった場合

2．理事会が会員の身分終結の充分なる理由を認めた場合（自分の立場を釈明する権利を
持つ）

的　退　　会　　書面を以って届出る
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ロー一夕リーでは例会への出席は会員の重要な義務であり、また会員の権利でもあります。わ

れわれはあらゆる機会に「奉仕の理想」を信条として奉仕活動に参加するよう求められて居り
ますが、個人の立場や能力が異なるのですべての奉仕活動に参加することは誰れでも出来るも

のでありません。然し乍ら私共ロータリアンばtみんなのためになる”ような奉仕をやりたい気

拝があります。その最も簡単な誰でも出席出来る奉仕が欠席の場合のメークアヅプではないで
しょうか。ロータリアンとして出席は最低の奉仕活動ではあるが重要な責任ではないかと思い

ます。

RI第353地区ガバナー　高坂知南　より

拝啓　本月13日にはかねてのお約束に基ずき私待望の貴クラブ公式訪問を実行致しました所、

会員各位のご勇健かつ奉仕に徹せんとする意気高きお姿に接し、たいへん欣快に存じました。

会長幹事とのご懇談は1時間に亘り貴クラブご運営の基本的問題にも触れて、お話し合いを

進めましたが何かのご参考になれば幸いです。続く協議会では役員、理事、委員長の方々を中　　）
心に多数のご出席もあって、例会同様24名に達するご熱心ぶりでありましたが2時間50分にも

及んだこの協議会は、終始和やかな空気の中で有意義に行われたものと存じます。また例会で
はインバツサイRI会長のメッセージを中心として私の所懐の一端を披歴してご静聴を煩わし

ました。私の非力や時間の関係もあって、不充分なものになりましたが、まずは一応公式訪問
の趣旨に添い得たことと思って居ります。ここに会員各位のご協力に対して厚く御礼申し上げ

る次第であります。

本年度の奉仕のご計画、ならびにご実績については協議会の席上で種々ご説明いただいた訳
でありますが、今後に残されたご計画についても充分な成果をおさめられますよう特にご期待

申し上げます。奉仕ご実践については、頭脳的精神的面に重点をかけ、物質的形式的奉仕はむ
しろ第二義的であることが望ましいと申し上げた趣旨を特におくみとり下されば幸甚の至りで

す。

さて貴クラブの活動状況を拝見致しましたが、歴史の融、クラブであるにも拘らず平均年令
が若く、殊に社会奉仕部門、青少年奉仕部門に於て非常に活発な活動を展開して居られるのに

は感服致しました。貴クラブは庄内分区の指導的立場にあられるクラブですので、こうした活

動を一部の熱心な会員のみに頼る事なく、クラブ全体の盛り上りを見せて戴きたいと思いま

す。そのため出席率の向上に更に意欲を燃して戴ければ幸と存じます。　　　　　　敬　具

年間皆出席　13年間皆出席　新穂光一郎君　12年間皆出席　阿部公一君

7年間皆出端　薮田誠樹君
10月175％出席　1名

10月150％出席　　3名

10月125％出席　　目名

10月100％出席　　40名

席　　報　　告

l覧整禁鳥砦警告許諾撰票差諾否5
－、二∴了∴∴・‥　ミ・

∴」∴五十嵐（伊）宕二山形北RC　阿部（衰）膏二面

、－、＿／

本。の出席r冨言霊　…三雲
l出　席　率70．42％

前回出席率78．87％
前回の出席儀蜃藩嚢言矧妄；妄憎恵き監恕崇忘悪妻迦碧空浣藷誉

ビジター悸詣訂需詣ア羽叢雷誓言砦竺直島髭歪警美計温海RC
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的岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

例会場　祷同市本町二丁目　ひ　さ　ごや
例会日　毎週火曜日　午后12．30′－1．30

事務局　宅忠岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電0235（2215775

会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　勲

珍点　　鐘

多ロータリーソング（我等の生業）

％ビジターゲスト紹介

珍会長報告－鈴木弥一郎副会長
⑳次年度会員役割分掌に就いて理事会が開かれた。

⑳11月2日　鶴陵ライオンズクラブ認証状伝達式があり私が出席しました。

鶴岡に三番目のライオンズクラブが誕生した事になります。

○飯自祐倍君　病気快復御見舞を贈る。

％幹事報告
他クラブ例会場変更他

％佐々木敏全君（NHK鶴岡放送局長）東京に転勤挨拶
当地に来て5年になりますが、皆様ともう一歩踏み込んだお附合を願いたかったのです
が残念です。「君子豹変す」の例の如く、東京に行ったら当地での経験をもとにしてよ

り成長したいと思って居ります。今後共宜しくお願い申し上げます。

多早坂PG、エルネスト　インバッサイ　RI会長歓迎会出席報告

去る3日、帝国ホテルに於いて歓迎会が開催。会長は大柄な人で日本語で長文のスピー
チが行われ、出席者に感銘を与えました。

％今野成行君スピーチ（同君の希望により内容は伏せます）

％ロータリー財団週間に棄んでスピーチ－上野R財団委員会（後述）

％スマイル発表－－上林一郎親睦委員

％出席報告

珍点　　鐘

¶D mGNFY THE HULVtATI BEmG　人間に威信を．′



「ロrタリー財団週間にちなんで

鶴岡ロータリー財団委員長　上　野　三　郎

1917年といいますか、今から58年前ロータ

リー誕生して12年たった時の国際大会で当時

のアーチクランク会長が「人類に対する偉大

な教育的奉仕」をするための資金を持ちたい

と提案し承認されたのが今日のロータリー財

団設立のキッカケであったと云われます。そ

れから11年後には正式にロータリー財団が設

立され、更に3年後の1931年11月に財団は信

託組織に改められました。

1947年ポール・ハリスが亡くなると、たち

まちその追悼のため多大の寄付金が財団に寄

せられました。同じ年に18名の大学院課程奨

学生がはじめて生まれたのに続いて、財団の

プログラムは次々に増えて、現在は、次に述

べる5つのプログラムを持っております。

1．大学院課程奨学金　他国で1年間大学院

課程を研究する20才から28才までの男女に

1年間の旅費、生活費及び学費が奨学金と

して支給されるものです。

当クラブ推せんの菊地敏君は、この奨学金

で現在米国アイオワ州立大学で勉学中で、

このプログラム創立以来今日まで28年間に

全世界で4，568名の学生がこの奨学金をう

けております。

2．大学課程奨学金1970年東北学院大学の

石黒敏明君が、当クラブ推せんで米国のハ

イデルベルグ大学でこの奨学金により英文

学を勉強されました。全世界では、このプ
ログラム創設以来、今日までの8年間で、

602名にこの奨学金が与えられました。

3．専門的訓練補助金21才から35才までの男

女青年技術者が外国で1年以内の期間、訓

練をうけるとき旅費、生活費、学費として

与えられるもので、創設以来9年間に441名

がこの補助金をうけております。

4・心身障害者教師奨学金　心身障害者の専

任教師が外国で勉強する場合に与えられる

奨学金で、創設以来3年間に157名の教師
に支給されております。

5．研究グループ交換1972年オーストラリ

アの278地区との交換が行われた（当クラ

ブ推せんの本間利男氏参加）に続いて来年

9月当地区から第2回目の派遣チームが、

735地区（米国ペンシルバニア州）に流遺

されることになっています。このプログラ

ム発足以来今日まで＝年間に2，944名が参

加しております。

6・特別補助金　ロータリー財団の目的に沿

った立派な教育的、慈善的事業に対して与

えられる補助金です。

以上5つの活動プログラムに対して財団発

足以来今年度まで27，747千ドル（約80億円）

支出されており、来年度は550万ドル（約16億

円）がこれら活動に使われることになってお

ります。

財団管理委員会から送られた財務報告書に

ょると昨年度各種奨学金、補助金として支出

された総額は4，476，161ドル（約13億円）で

前年の35・7％増であったこと、そして、こ

の増額の原因は、世界的インフレにもよるが

支出件数も多かったからであると云っており

ます。又昨年度の収入総額は、7，115，856ド

ル（約20倍余）でこの金額を基礎にして、3

年後の1977～78年度の補助金を6，645，460ド

ル（約19億円）と予定していると述べており

ます。

さて、こうした有益な大きな事業を赴続し

拡大してゆくには大規模な財政援助が必要で

あり、財団の収入の大部分は、ロータリアン

やその他個人の寄付によって賄われておりま

す。

われわれは後程述べるように、いろいろな

形で財団に寄付をしている訳ですが、これら

はすべて米国イリノイ州・エバンストンにあ

る。ロータリー財団管理委員会に送金されま

す。そしてクラブとしての寄付は勿論のこと

個人の寄付もその所属クラブの寄付金に自動

的に算入されます。これら寄付金の累計額が
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クラブの会員1人当り10ドル（現在の換算で

2，900円）になるとそのクラブは、「100％財

団クラブ」と認められ、1人当り20ドルとな

れば「200％財団クラブ」となる訳でありま

す。

ガバナー月信第4条に今年5月30日現在の

地区内各クラブの財団寄付累計額と、寄付率

の表が出ております。それによると当クラブ

発足以来の財団に対する寄付累計は10，679ド

ル（約3，100千円）であり、1，600％財団クラ

ブとなっております。

かつて、当クラブは長い間パーセンテージ

で地区内最上位にありました。2年前の昭和

48年8月現在の表によりますと、当クラブは

1，300％で第1位、第2位1，100％で相馬クラ

ブ、第3位1，000％で平クラブとなっており

ます。ところがその翌月昭和48年9月現在で

は、当クラブは100％上って1，400％にはなっ

たが、相馬クラブは一躍500％アップの1，600

％で第1位に躍り出たのであります。そして

現在では、相馬クラブは2，900％で断然1位

当クラブは2位ではありますが1，600％と大

きく水をあけられてしまったのが現状であり

ます。

問題は、こればかりではありません。実は
3位以下の後続クラブがジリジリと追い上げ

てきております。相馬クラブの大躍進に刺戟

されたのかのように、わがクラブに続いて会

津若松西と天童クラブが1，500％とわずか100

％の差で迫ってきております。殊に天童クラ

ブは、今年6月の表では1，000％であったの

ですが、一拠に500％のアップと、かつての

相馬クラブを思わせるものがあります。更に

飯坂クラブが1，400％、東根、会津若松が
1，300％、寒河江、会津若松が1，200％平東、

酒田東、福島、平の各クラブが1，100％、鶴

岡西、山形西、上山、勿来各クラブが1，000％

と100％刻みに目白押しに続々追い上げてき

ている状況で、鶴岡クラブ財団委員長として

は、誠に気の焦る思いでいるところでありま

す。

当委員会の目論見を卒直に申し上げますと
今年度末に何とか1，800％まで持ってゆきた
いと考えております。

先日、これまで皆様にご協力いただいたも

の約135，000円を財団に送金いたしました。

これであと45，000円位で1，700％にはなる筈

であります。

当クラブの場合、100％アッ　プするに約

193，000円必要でありますが、今月以降の財

団協力の日のご協力を全部予定して、1，800％

にするには、約100，000円足りません。何と

かここで4人程度新たに準フェローの申込み

を頂けば足りる訳であり、これをお願いした

いわけであります。

ご承知のように、財団に対し1，000ドル

（290，000円）以上の寄付をしたときに、ポ
ールハリス。フェローと認められ、又何年か

の間に1，000ドル以上の寄付をすることを承

諾して最初、最低100ドル（29，000円）以上

寄付したときポールノ、リス準フェローとなり

満額に達したときにポールハリス・フェロー

と認められる訳であります。

当クラブでは、ポールハリス・フェローに

は、張紹淵君、早坂源四郎君、斎藤栄作君、

そして、故張生妹さんの4名が、又準フェロ
ーには、小花盛雄君、三井徹君、石黒慶之助

君、佐藤衛君の4名が居られます。

地区内には、現在213名の準フェローが居

られるが、上位から東根18名、酒田東15名、

原町、飯坂が14名、相鴬、平東が13名、山形

西、遊佐12名、勿来10名の順になっており、

当クラブの4名は、一寸さびしい感じがいた

します。

準フェローになる手続きは極めて簡単で、
100ドル（29，000円）を、私なり、山下さん

に持ってきて頂き、そして今後の払込みの予

定を大体のところ教えて下さればそれで全部
で、あとの手続きは、委員会か事務局でいた

します。呉々もよろしくご協力をお願いいた

します。

本日の私のスピーチの結論は、今年度末
1，800％財団クラブの目標達成のため

1・毎月第4例会の財団協力の日にこれま

で同様、1人500円程度の寄付をお願い

したいこと。

2．ポールハリス準フェローの申込みを何

卒お願いしたいこと。

以上であります。



829－20－4

菊地敏君よりの便り

拝啓　寒さが除々に増して来て、冬のまえぶ

れをかんじさせます。いかがおすごしでしょ

うか。

lowa state Universityにも慣れて、本来

の研究と学校の授業も十分やっています。成

績も心配したほどでもなく、アメリカ人の中

にあって中位から中の上といったところで

す。日本で受けていた授業よりは、密度の濃

い授業が続くので、復習に相当の時間がかか

ります。

英語も日常会話は不自由なく話せるレベル

になりました。しかし、内容のこみ入った話

しになると本当にとまどいます。

Iowa state Universityは、科学の分野で

は有名で、10本の指に入る大学だそうです。

したがって学生は良く強勉をします。あちこ

ちで強勉する姿が見られます。日本の受験生

なみの強勉をここの大学生はしているようで

す。夜中の12時をすぎても、強勉する部屋の

あかりはついています。

アメリカの教育の一番うらやましく思うこ

とは、強勉をする気拝のある者には、多くの

特典があるということです。

又、ロータリークラブの集会に2度はど出

席させて戴きましたが、活発な活動がなされ

ているように感じました。特にロータリーク

ラブの会長さんは親切にいろいろと助けてく

れます。私のカウンセラーは、この大学で教

えていた人で日本の知識も深く、良く助けて

くれます。

Dr．FLOYDJ．ARNOLD氏です。

ェイムズ（Ames）は本当に良い町です。

人々は親切です。アメリカを頭初考えていた

のは少しちがった気がします。いつも親切を

受けることばかりで恐縮到しております。

日本について特に考える機会を多く持ちま

す。日本の奨釆についての考えが、自分なり

にこの留学を通じて理解できたような気が致

します。

まずは、近況報告を致しました。

寒くなりますがお体を大切にお暮し下さい

ませ。

鶴岡ロータリークラブの皆様に宜しくお伝

え下さい。　　　　　　　　　　　　敬具

1975年10月30日

ス　マ　イ　ル

森田清治君一一竿クラブで優勝

斎藤得四郎君
早坂源四郎君
石井敬三君

50年度優良申告法人として
表敬状を受けました。

出　　席　　報　　告

前回の出席r芸≡≡芸芸70●≡；≡

l確定出席率90．14％

メ一一ク

アップ

阿部（裏）君、早坂（源）君一酒田RC
薮田君一気仙沼RC　笹原君一仙台RC
中江君一温海RC
阿部（公）君、嶺岸君、中野（活）君、新穂君、
佐藤（衛）君、菅原（啓）君、高橋（良）君、清水
君、山本君一鶴岡西RC

ビジター慄鮎慧妄戸上露‡莞蒜警諸芸嘉票琵票＿鶴岡西R。
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鶴岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

夙J会：県　鴎岡市本町二丁目　ひ　さ　ごや
例会日　毎週火曜日　午后12．30′）1．30

事務局　横間市馬場町　俸岡商工会議所内　電0235く22）5775

会長　佐　藤　　忠　　　幹事　吉　野　　勲

多点　　鐘

多　ロータリーリング（それでこそロー一夕リー）

多　ビジターゲスト紹介

珍会長報告㌧Ⅶ－鈴木弥一郎副会長

表彰　12年間皆出席　阿部公一君

㊥会員増強について会員の皆様の御協力を乞う

㊨指名委員会に謝辞

多幹事報告一中江亮副幹事

変更のお知らせ

大阪南RC12月2日（火）を12月4日（木）12：～に変更

山形西RC12月8日（月）を12月7日（日）12‥30～に変更

山形北RC11月27日（木）を11月30日（日）17：00～ホテルオーヌマに変更

立　川RC11月27日（木）、12月18日（木）の時間を午後0時から8時迄に変更

福　島RC　事務所移転先は福島市大町7番17号；TEL（0245）21－1170です

多会員スピーチ（海外旅行談）…‥・玉城俊一君

％委員会報告
ユネスコについて……阿部裏君

会員増強について……張紹淵君

出席報告…‥小松広穂君

％点　　鐘

TO D！GN肝Y THE HUMAN BEITIG　人間に威信を．′
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海　外　旅　行　談

玉　城　俊　一

玉城でございます。先月下旬鶴岡西RCに行っておりましたら、新潟プログラム委員から来

月中旬に、この間海外に行って来たのだからその話と何か鶴岡の悪口を話してくれとのお話が

ありました。8月に漸くロータリーに入会させていただきました新米でございますので素直に

お受けいたしましたが、鶴岡の悪口はチョット申し上げかねます。あまり悪口を申しますと預

金が減りまして生活に係り合いがありますので、この辺はごカソペソをお願いいたすこととい

たします。実は先週日本橋東ロ←一夕リーにメークアップに参りましたら、突然お前が一番遠距

離から来たVisiterだから短時間のスピーチでよいから何か挨拶をしろとのことで食事もそこ

そこで一席鶴岡ロータリーCの紹介と出羽三山、海あり山あり、米あり．酒あり、温泉あり白

然も公害皆無－DiscoverJapan　と話をして参りましたら兜町や堀留のドブ臭い連中がうら

やましがって居りました。私は鶴岡をこの様にほめて居りますので、うそだと思ったら、日本

橋東ロータリーCに照会いただければ間違いございません。

そこで今日はかい間見て参りました海外の様子を中心にお話してみたいと思います。

今回の視察の目的は　Manpower Developmentが主体で、いわゆる限られた従業員を如何

呼有効に活用するか、とか、人材をどうやって開発するか、ということが主体でしたので、ど

ちらかといえはその方面の人々に多く会って話を聞いて来たわけでございますが、当然経済問

題も入って参りますので断片的になって恐縮ですが、あれこれと思いつくままお話をしてみた

いと思います。

先ず回りました経路をご披露いたしますとハワイからサンフランシスコ、ワシントン、バッ

ハロー、ニューヨーク、ロンドン、バリー、フランクフルト、チこし・一一リッヒ、ミラ／、ローマ

帰りは南回りでアテネ、ベールート、テへラソ、ニューデリー、バンコックを経由して約1カ

月弱かけて地球の一番距離の長いところを回って参りました。帰りにはテヘランでヂンポが着

陸の際パンクする等の／、プニソグもありました。西洋史はギリシャ、ローマから始まりヨ一一。

ッパ、イギリスを通り、大西洋を渡ってアメリカの東部から西部となるわけですから、歴史の

逆回りをやって来たようなものになります。訪問先はメーカー、銀行、政府機関、研究所を含

めて14社ばかり訪問して参りました。

まあ概括して申し上げますと、現在西側諸国は一様に不況、インフレ、通貨、石油等の共通

の問題について悩んでいることは、すでに皆様ご承知のことでありますが、アメリカではどの

経営者に聞いて見ましても昨年来戦後最大の不況とインフレに見舞れましたが、50年度の第一　＼－

4半期を転磯として、本年度後半にかけて景気の回復には、かなりの自信をもっておるように

見受けられました。事実経済の諸指標を見てみましても確かに景気回復は着実に進行している

ように思われます。然しヨーロッパ諸国は、せいぜい来年の後半から更来年にかけて景気の回

復が期待出来るという程度の回答しか、はね返って来なかったのが実情であります。

各国とも国柄によって国内事情は大いに異っておりますし、夫々の国が何れも深刻な問題を

抱えておりまして、他国では窺い知れない様な、叉越えることの出来ない様な一線があるよう

に思われました。

その内若干の例を挙げてお話しいたしますと、先づアメリカですが、流石資本主義の牙城に

ふさわしく私共が見た企業は夫々一一大王国を形成しているようなワールド・エソタプライズと

申しましょうか、外形内容とも壮大なもので経営陣、管理者層ともに人材の層が厚く、夫々の

人々が真によく勉強もしておりますし、その働き振りも立沢で、又それぞれがプロ意識に徹底
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しておりました。

アメリカのプロ意識の徹底－ででが、これは日本の終身雇用制との違いというか日本とアメ

リカの文化の違いといいましょうか、その辺のところに根ざしているのではないかと思われま

す。

アメリカ人は学校で半導体を習ったら一生それをやり、会社でもそれ専門で進むわけです。

従って本当のプロが出る、別に頭がよいのでもないといっておりました。俺はこの仕事を30年

やっているのだと胸をはり、せまい分野で深くやるような社会の組織になっているようです。

これが各会社の人事政策の根底になっているように受けとられました。

そこでアメリカと日本の企業の比較をやってみましたが

個芸票で芸重要で、常に個人中心で必要性；個ヱ慧筈な一附ぎず、お互に依存し
が考えられる。　　　　　　　　　　　　　　　乍ら生きて行く

米国はあくまで個人主義　　　　　　　　　　　日本は全体の中の個人

この辺にアメリカと日本の文明の差があるのではないか？

従而

米国は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本ほ
どへビア←ほ競争的　　　　　　　　　　　　　協調的でGroopを指向する

アメリカは欲望が強く自己を全面に押し出　　　日本の場合はどちらかといえば控え目で

す傾向がある　　　　　　　　　　　　　　　　　ある

以上の様な結果として

米国は決定は早いが、実行には時間がかかる　日本は決定迄は時間はかかるが実行は早い

以上の様なことがアメリカと日本の違いの様にも受けとられました。

この様な思想が人事政策の根底をなしている様ですが、ここに面白い話がありますのでご披

露しておきますが、皆様ご存知だと思いますがカルフォルニヤにフェアチャイルド会社があり

ます。（戦嚢中B29のカメラを作った軍需会社ですが今は半導体を主体にやり日本のT・D・K

と提携している会社）（Ⅰ．C集積回路全米第3位）といと会社の話ですが、この創立者のフ

ェァチャイルド氏は、1960～68年の問不況で四苦八苦したわけです。そこで有能な社長を迎え

ようと、モントロアーという会社（これも有名な会社ですが）ここのセミコンダクターのDr・

ホーガンというのに日をつけて交渉に行ったわけです。先づ給料は6万弗～8万弗位でどうだ

と交渉したそうです。ところが簡単には0．Kと云わない。そこで条件はどうだと聞いたところ

。給料12万弗

0本社をカリフォルニヤにうつせ‥・女房が二。＿一一ヨークに住むのを好まない

0株50万株よこせ

0重役は全部俺にきめさせろ

07人の管理職をつれて行くがよいか、と。まことに個人が強く押し出されていることが

わかります。

これで0．K　になってそして乗込んで来て、不況期に設備投資をしてそれが70年代の好況に

当って息を吹き返した、ということです。一一万、引っこ抜かれたモントロ←ア←は7人も人を

連れて行かれて秘密が皆んな解ってしまうとカンカンになり裁判になったが、結局7人の士の

勝ちに終ったそうです。そして今の社長は7人の土の中で一番若手のイギリス生れの36才のケ

ミストが社長で朝は8時から夜は7時～8時迄ハードスケジュールをこなして日本にとんで来

るのもェコノミークラスに乗って来るということです。
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まあ社長業はタレントさん野球のジョンソンと同じで業績が悪いとすぐ首になる、といって

おりました。日本では社長さんは偉いことになっておりますが、アメリカでは社長より給料の

高い研究員がザラにおります。皆様、アメリカにいらっしゃる時は名刺にプレヂデント即ち社

長とお書きにならないでチャーマンと書かれた方が大切にされるのではないかと思いましたの

で一言申し添えておきます。

こんな話をしてくれた部長に貴方は何年この会社にいるんだと聞いて見たら1年半だといい

もう一人の研修所の所長は当社に2年で、前はパンアメリカンにいたといっており、もう10年

も20年もこの会社にいた様な大きな陽をして自信に満ちて仕事をしているのには、あきれ返っ

た様なわけです。この辺がまさに文明の違いと云うのではなかろうかと思いました。

他のどの会社に参りましても管理職の人々1その中にはドイツ人も居り、日本人もおり、黒

人もおりましたが、何れも生々とした眼の輝きがあり、生気に満ちている感じがいたしました

ただ、ブルーカラーは男子、女子共、労働の質は日本とは比べものにならない位悪いし、定

着率もよくなく従而、熟練度も低い様子でした。これも例ですが、或会社の女子従業員の話で

ピンセット良（青ランプ）不良（赤ラソプ）選別するだけのこと、日本では100％うまくいっ

ていたのに米国では20～30％不良品混入がある。これは女子の作業中のオシャペソと夜深しに

よる不注意が原因とのことでした。

アメリカのコンピューターが発達したのは人間に頼れないから不得己機械に頼った結果こう

なったのだと極論しておりました。

今米国では労働者の定着率を高めるため日本の経営を見なおしている、とのことですが、特

に松下がシカゴでテレビ会社を買取り、そこの女子従業員の欠勤率が高い。そこで病欠（これ

はズル休みですが）そこへ花をもって訪問一2～3回の繰り返しでかなり欠勤率が減少したと

いっておりました。こう云う面の日本の人間関係（Human Relatiっn）が見なおされて来て

いる様です。

兎に角Ⅰ・B・Mモ／トローラー、テキサス、インストルメソト、コダック、フェアチャイル

ド何れも労働組合はなく、組合があると生産性が20％ダウネスするから、それより20％よけい

払ってやった万がよいという考え力です。若しその20％が払えなければレイオフすればいいで

はないか、という思想が底流をなしていた様に思われます。まことに経営者にとっては結構な

ことでうらやましい話です。

又、銀行を含めた広義のサービス業、これは私共はアメリカに学ぶべき処は皆無だと思いま

した○ホテルその他一般サービス業務は日本は肌の細かい配慮で恐らく世界一であるとの自信

をもってよいのではないかと思われます。

又、アメリカの代表的大都会ニューー≡ヨークの話ですが、これはもう皆さんご承知の通り130

億ド′しの負債をかかえ、借金の利払いも出来なくなり破産司前てありますが、原因は放慢な福

祉支出と人件費のupにありますし、反面税金が高くなるので納税負担者が他所に逃げてしまう

ので税収が減少する、という悪循環から来たものです。

街の道路中がゴミだらけで、その不許なことは世界一でしょう。私も自分の店の前位掃除し

たらよさそうなものだ、と申しましたら、そんなことをしたら市の清掃組合から鷺の仕事をと

っては困るとクレーームがつくし、そのくせ連中はサボタージュばかりしているんだからどうし

ようもないといっておりました。又、今回天皇陛下の訪米て少年達の合唱を聞かれ素惜しい公

園だとはめられたセントラルパークは夜は生命にかかわるので立入ることは出来ません。つい

最近ここで早朝ランニングを永年やっていた老人が何の理由もなしに殺されております。又こ
この北側の道路一つ隔てた街はいわゆる警察力も及ばないハーレム地区で、ここは元白人の高

級マンション地帯でしたが黒人が入り込んで来て今では黒人だけで41万人が住んでおり警察も

＼
＼、｝
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黒人だけ、白人は一歩も躇入れることの出来ない特殊地帯で、聞きしにまさる無法地帯の様相

を呈しておりました。又、マンハッタンの南東の一角の衝ですが、ここは白人が多かったので

すが、アル中の街があり、朝から患者が歩道に鮪をならべた様に廃墟の街にウツロな日をして
ゴロゴロしている様子はスザマじいとしか言いようのない光景でして。（マポートリカソ）

人種問題を含めた、アメリカの病める面を見せられた感じがいたしました。然し先に申し上

げました、アメリカの企業の偉大さ、管理層の勤勉さと又その意欲、或いは大陸をジェット枚

で横断するのに5時間もかかる広大で豊かな国土、この上に立つアメリカの底知れない力と可

能性の奥行の深さに無気味さを感じたのが事実であります。

次にイギリスですが、この3、4カ月前に漸く所得政策を実行して、インフレ対策に取組ん

だ状況で一番立ちおくれていると思われました。

イギリスの立ちおくれは戦後組合を甘やかし過ぎたことと、英国の企業家は、企業意欲がゼ

ロで積極的な企業家精神を完全に失ってしまった上に、旧態依然たる階級制度が根強く社会に

はびこっていて、人間が皆小さな幸せを乞い願っているところに、おくれをとった大きな原因

があると思います。

イギリスとフランスは18世紀から19世紀にかけて完全社会が出来上ってしまって、一応完結

国家となってしまったのかもしれません。その意味では日本もアメリカも不完全社会といえる

かもしれませんし、まだもろもろの可能性はあると言えるのではないかと思われます。（アイ

ルランド爆弾事件頻発、治安悪い。長居は無用と）

一方西ドイツですが朝早くから建設の槌の音が響いていたのはここだけでした。ヨーロッパ

的封建性の影は見られないでもありませんが、勤勉さと素朴なバイタリティには脅威を感じま

した。

私は、戦後西ドイツの経済がうまく立直った最大の原因は何か？と何れの経営者に聞いてみ

ましたが、それは組合が経営をよく研究し経営とは如何なるものかを理解し、ストをしないこ

とだとの答が返って釆ましたが、労使の問のうまく行かない英国（ヤマネコスト）と対象的で

誠にもっともなことだと痛感いたしました。

スイス、これも又、労使間はスポーツマンシップで解決はつくし、2度の大戦にも加わらず

政治が安定し、ここ何10年間世界のレベルで言う貧乏人は皆無であるといっており、兎に角豊

かであるからといっておりましたが……スイス富士B／Kの総支配人の家の奥さんの話で、ご

近所の通いのお手つだいさんが冬になるとミンクのコートを着て来る（私はもっていない）と

言って悲観しておりましたが……それ程豊かなのでしょう。然しここでもスイスェア←は20年

ぶりに大赤字になったと大きわざをしていました。きたない仕事は外人労務者にやらせていた

がこれからは日分達でやらなければならないと云っておりました。

最後にイタリーですが、石油危機以来破産寸前にあったわけですが、どうやら国際収支も改

善され西独からの借金も一部返済はしたものの、はげしい引締めからの不況で目下四苦八苦と

いうところです。北部地方の勤労を尊ぶ連中は大きな危機感をもっていましたが、大部分の人

間は全く意欲がなくイクリ一人の身上は喰って、飲んで、歌って、寝ることであり、人より兎

に角楽をすることだというのでほ、全く何をか云わんやであります。私の行きましたアロハー

ロメオでは、人事担当の　Dr・が一年のうち実働180日も働かないのでは、どうしようもないと

歎いておりました。日本に人事部長のあきがあったら世話してくれないかと云われて大笑いを

しました。帰りは南回りで帰って釆たわけですが、ジェット機で何時間飛んでも草木の一本も

ない荒涼として中東の砂漠地帯や、又一度見舞われると引くことを知らない洪水が広くおおい

つくしたパキスタン、インド、ビルマ等もかい間見る機会もありましたが、大変きびしい土地
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もあるものだと痛感いたしました。

外地を回って来ると今更日本を見なおすとよく言われますが、まさにその通りで、国土がせ

まい、人間が多い、資源もないと言われている日本も単一の民族と単一の言語で統一され、教

育程度も高く楼会は均等であるし、失われたとはいえまだまだ縁と自然とおいしい水があるし

貧富の差も海外のそれよりは少なく、国民は活力に満ちて、勤勉であり、街も清密な素惜しい

良い国だということを再発見したのも事実でございます。

何んとかこの国をより良い国にして後々の人々に残して行ってやりたいものだと痛感いたし

ました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終ります。

l会員数　70名
本日の出席l出席数　49名

l出　席　率70．00％

前回の出席i芸≡≡芸芸

て石黒君、五十嵐（三1君、五十嵐（伊）君、

；市川君、風間君、小花君、三井（賢）君、三

欠席着順歪、（禁謂こ謂腸は悪霊〔芸三雲
；笹原君、高橋（正）君、佐藤（宇）君、上野
（三）君、鷲田君、吉野君、内山君

㌔　確定出席率91・55％

玉城君一東京日本橋東RC
風間君一新庄RC

（友）【温海RC
阿部（公）君、半田君、五十嵐（三）君、板垣君
三井（徹）君、三井（健）君、男椚君、菅原（啓）
君、菅君、富樫君、清水君一鶴岡西RC
山本君一外国RC

ビジター悸詐究君諾謂詣士君一関西R。
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開聞ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34・6・27　353地区
夙l会場　鶴岡市本田丁二丁目　ひさごや
例会日　雀毎週火曜日　午后12．30′）1・30

事務局　閉同市馬場町　鶴岡商工会議所内　電0235（2215775
会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　勲

珍点　　鐘

⑳君が代

％ロータリーソング（奉仕の理想）

％　ビジターなし

％会員奥様誕生祝（親睦委員）

％年間月間出席表彰（出席委員）

㊨会長報告

斎藤信義君病気快復出席

理事会報告
昭和51年1月13日午後4時より第4回クラブアヅセソプリー

昭和51年1月13日午後5時30分より新年会

交換学生　伊藤久美より近況優り（後述）

張紹淵君　米国学会より特別招へい（後述）

％幹事報告
鶴西R．C12月19日午後4：30～産業会館5F登録料3，000円

新入会員　NHK局長鷲田幸雄君のすいせん

％ロータリー情報委員会……石黒慶之助君スピーチ（後述）

㊥委員会報告

％出席報告

㊨点　　鐘

’rO】ⅨGNIFY THE HuMArl BEmG　人間に威信を．′
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クラブ会員の増強について

ロータリー情報委員長　石　黒　慶之助

去る9月12日山形市で開催されたロー－タリー情報研究会の録音テープによる情報提供を行い

たいと思います。お話はカウンセラーとして釆形された原享二バストガバナーのテープであり

ます。

研究会でのお話を全部お聞き願いたいのですが数時間を要しますので、今日はその一部とし

て会員増強について約20分間お話を聞いてみます。tt何んのために会員増強が必要であるのか“

その辺の事情がよく御理解頂けると思います。テープをお聞きとりの後に時間があれば“会員

増強はどうすべきであろうが’私なりの考えも申しのべみたいと考えます。ではテープをお願

いします。

（テープ）（略）

原享二先生のお講を聞き、ロータリーの発展のため会員増強の重要性と困難性を再認識され

たと思います。鶴岡R．C　は創位18年を経過し会員数70名以上の優秀なクラブになって居りま

すが、これに甘んじてはなりません。入会当時40才代の元気発測とした青壮年会員は既に60才

代となり、50才代で入会された方は70代になっています。クラブの平均年令も随分高くなって

来ました。このままではクラブは年々老化して参りましェう。

30代、40代の新しい会員をもっともっと沢山迎え入れることが必要であり、丁度その時期に

来ているものと思います。クラブ創立20周年を迎えるためのこのことが私共の使命のように思

います。

その第一着手として、会員増強について今までの慣習のように増強委員会だけに頼らず、ま

た会員個々の推薦だけにまかせず、クラブ全体としての基本的な増強方針を決定し、もっと真

剣にこの問題に取り組むべきではないかと考えます。

その方法として理事会が中心となり職業分類、会員増強、会員選衝、ロータリー情報などの

関係委員会の合同会議を開き、ここで均衡のとれた将来の会員組織への設計を考えてみてはど

うでしょうか、と提言いたします。

この基本方針に基づき心を新たにして職業分類、会員増強、会員選衝、情報などの各委員が

更に活動計画を考え会員もその線に沿って新しい会員の獲得に向かって行く方法は如何でしょ

うか。
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拝啓1りヨも、もう末になってしまいました。外に出るにはコートが必要なほど寒くなりま

した。先日は初雪が降ったほどです。

鶴岡はいかがですか、大部寒くなったのではないでしょうか。
10日程前、1学期の成績表をもらいました。同封したものがそれです。歴史やショートスト

リーはまだ点数をつけられる段階ではないようです。この次はもっと良くなるようにと今がん

ばっています。

11月20日～23日までAFSの留学生とロータリーの留学生（コネチカット内）の集まりがあ

りました。ブラジル、ガテマラ、スウェーデンなど11ヶ国から14人の留学生が集まり、パーテ

ィを開いて楽しく過ごしました。いろんな国についてたくさん学ぶことができました。是非ま

たこのような集まりに出席したいと思っています。

明日新しいホストファミリーに移ります。新しい住所は次の通りです。
C／OMr Richard Atwood

Edgerton Street．East Hampton

Conn．0．S．A．06424

今のホストファミリーの方々はたいへん親切にしてくださいました。本当の娘のようにして

くださったのでたいへん感謝しています。

次のファミリーでもかわいがられるよう努力しようと思っております。

では近況お知らせまでみなさまによろしくお伝え下さい乱筆乱文にて

追伸　バーバラはたいへん元気にがんばっていました。みなさんによろしくとのことです。

REPORT CARD1975－76

EAST HAMPTON HFGH SCHOOL
EAST HAMPTON，CONNECTICUT

Name Ito，Kumi Grade ll H・R・　20

Accumulative：Tardy C Days Absent O

鳥等．lEfl詔．iEfは＄．IEf！n舘．lEf■ExomlFinal

Phys．Ed．　　　；A一；1

Englishll

ALG2　　　A】1
r il

FOODS B－12

SHORT STORY

U．T．HSTT　2

CONT ISSUES　．c l　2

ART I A l1

Academic Grades

A－90－100　Exc

B－80－89　Good

C－70－79　Fair

Effort Grades

L Excellent
2．Good

3．Fair

D一米60－69　Poor but passing　　　　　雪：4．Poor

Fq米0－59　Unsatisfactorv　　　　　　　米5．Unsatisfactory

米Parents should confer with the school
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国際学会で講演

張紹淵氏が渡米

鶴岡市日吉町、開業医、張紹淵氏は5日から9日までハワイのシャラトンホテルで開かれる

米国の国際外科学会と米国の医師会共催の学会から特別招へいを受け「塩田張式胃切除につい

て）の画期的な手術方式を発表することになった0

この新手術式は、胃切除術式の改良、理想的な方式の解明を目的として、過去27年間、従来

の術式を追試のほかに残胃と空腸をあらゆる方法で吻合（ふんごう）させ、1548例に及ぶ経験

と、恩師塩田博士の胃切除術式を基礎として改良を加えたもの0この術式を用いることによっ

て、大きな切除でも、胃全摘もよい結果で行うことが出来ることで、今や世界的に認められ、

こんどの記念講演となった。

会員誕生

鷲田克己君、津田晋介君、鈴木弥一郎君、菅原辰吉君

奥様誕生

鷲田清子様、佐藤貴美子様、皆川律子、森田武子様、上林あい子様

スマイル

新穂光一郎君11月24日御結婚おめでとうございます0

第3中校舎竣工式　設計……佐藤昇君

施行……鶴岡建設

温海佐藤組

荘内三菱電機

年間皆出席

6年間…‥ヰ江亮君

5年間‥＝‥富樫良書君

11月125％出席　3名

阿部（公）君　早坂（源）君　中野（重）君

11月100％出席　51名
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鶴岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34・6・27　353地区

例会湯　鴇同市本田丁二丁目　ひさごや
例会日　章毒過りく曜日　午后12．30′－1・30

事務局　穐同市馬場町　鴇岡商工会議所内　電0235く2215775

会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　熟

多点　　鐘

珍ロータリーソング（我等の生業）

珍ビジターゲスト紹介

珍会長報告
○庄内分区代理　伊藤さんの奥様の葬儀があり、わたしが出席しました。
0以前報告しました地区インターアクト海外派遣の件について漸く準備が整い一行16名が

1月初旬に出発する事になりました。当会推薦の2君が今日挨拶に来て居ります。
0バーバラが家族と共に写った写真を送って来ました（回覧）

％幹事報告
。山形、山形南、山形北RC　各々12月16日、24日、25日例会時間家族会開催の為

午後6時に変更。
温海RC12月22日（日）例会時間を5時に変更

％ゲストスピーチ　　蘭自動車（株）副社長　三浦昭氏（後述）

％委員会報告＿
小口トークーアク、、ト委員長　高橋良士君　鶴岡ローターアクト　小野寺君

今年は鶴岡ローターアクトクラブ設立3周年になりますので、多彩な計画を予定して屠
ります。会員によ考人形劇の初公演、酒田東、遊佐より交換学生を招待し、国際理解を

深めたい。亦13日午後5時半より産業会館に於いてオークションを開催します。会費は
2，000円以上となっています。皆様の来駕をお待ちしています。

％鶴岡工業高校阿部先生のIA研修団同行に就いて挨拶（後述）

％インターアクト委員会　安藤定助君
。地区第2日IA米国親善研修旅行に就いての経過報告と実施要領に就き解説（一部後述）

％親睦委員会スマイル発表　　佐藤　昇君

珍出席報告　　斎藤栄作君

％点　　鐘　　点鐘後理事会

，m　ⅨGNIFY THE HUmArl BEirlG　人間に威信を．′
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工業高校・阿部先生の挨拶　　　　　国際奉仕　小池繁治君より招介
未来はプライベートな旅行でありますが1月4EHこ羽田を発ち前半はイソターアクト米国親

善研修団の諸君と行を共にし、後半は米国西部を廻り以前西クラブに交換学生として世話にな
った二アナレーン療とか当クラブにお世話になったバーノミラクレーマ一族にも会って来たいと

思って居ります。亦当クラブから交換学生として米国に行って屠ります斎藤太一君、伊藤久美
さんらにも会って来たいと思って居ります。尚私信でも招待が来て居りましたニューブランズ
ウイックのロータリークラブにもぜひ顔を出して、当鶴岡牒Cの意向も充分伝えて釆たいと考

えて居ります。4日に発ち、17日帰る予定です。
鶴岡工高の生徒　木利日出夫君も次の例会あたりで、高専学生　斎藤稔君と共に挨拶に来さ

せたいと考えて居りますが、この度の研修生の派遣は大変有難く御礼申し上げます。（要旨）

国際ロータリー第353地区第2回IA米国親善研修旅行
プランに就いて　　　　　　　ィソクーアクト委員会　安藤定助君

これの実現に就いては三井徹氏の一方ならぬ御苦労によった事をまず附言し、感謝の意を表
したいと思います。

英

です。
（鶴岡工業高専英語教師）
（磐城農高農業・理科教師）
（喜多方工高電気科教師）
（岩瀬農高英語教師）
（緑が丘高校国語教師）
（鶴岡工高生徒）
（主婦）

糸（三井徹氏夫人）
日程は次表の様になります。

集合日時：昭和51年1月4日（日）午後2時30分（時間厳守）
場　所：東京羽田空港国際出発口　日本航空団体受付カウンター前

日　　　程　　　表　　　　　昭和50

■　l・・・

ラ　ン′シ′スコ

滞　　在

プ忘崇葉牒芸呂

4日．71水lP　サンゼ
サンバナデ

滞　　在
サンノミナディ二7亮
ロ　サンゼルス着
ロ　サ　ン′　－ビル　ス

ホ　ノ　／レ　ル

ホ　ノ　ル　ル　発115：

東　　　京　　　着119

WA　601

バ　　　ス

日航ジャンボジェットでサ

着後：専用バスで市内観光
フィッシャーマンズワーフで昼食の後

午後：自由行動
終日：自由行動
バート試乗　カリフォルニア大学等訪問

空路ロサンゼルスへ
着後：市内観光
塗中レストランで昼食の後ホテルへ
現地ロ＿クリアンの出迎えでサンバナディ＿ノへ
現地プログラムによる

現地プログラムによる

着後：市内観糞里壁
午前：自由行動
帰国の途に

ホテルへ

着後：解散
整上記の御旅行日程は都合により変更されることがあります。
（注）J L：日本航空　WA：ウェスタン航空

研修の目的は向うのJAの会員RCの会員と会話を通しての研修。亦向うの家庭に入っての
生活を通しての体験と一部観光見物となって居ります。尚この経費は凝自己負担、塊地区負担
鳩スポンサークラブ負担となって居り、顧問教師は全額自己負担であります。当クラブは工業
高校生徒、高専生徒負担という事もあり、予定より多くなり、25万円となって居ります。宜し
く三井委員長の御苦労も御理解戴いて御了承願いたいと存じます。

）
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ゲストスピーチ

雷自動車株式会社　副社長　三浦昭氏

米国経済事情と経営者（管理者）及び
我国自動車産業の米国に於ける立場

私は工場管理者としての立場にあたり、こ
うしたスピーチは苦手なのですが、当地の庄

内プレスの役員も兼務して居り、皆様のお蔭

を持ちまして、漸く軌道に乗って参りそのお

礼もあり亦たびたび米国にも参りまして米国

事情の理解にも努めて参りましたので新穂さ
んから捕まった以上止むなくここに立ったも

のです。

御手許に米国経済指標を配布しました。玉
城頭取以下御専門のバンカーの方々もいらっ

しゃいますが、俗にtt米国がくしゃみをすれ

ば日本が風邪を引く”という事でして富士銀

行のニューヨーク支店の調査役の方にお聞き

したものです。ご参考になればと思います。
これは、ながめて戴ければ一目了然であり

ますが、尚若干の補足説明を申し上げますと

米国経済、金融
Ⅰ　経　済（指標は別表）
1．景気は回復過程

（1）日本、西独より順調に回復中。
real GNPl／四半期2／四3／四（4／四）

（年率）　一日・4％　十1・9十日・2（十6～7）

（2）第4四半期GNPは十6～7％成長
2．問題点

（1）④連邦、州、市など一般的に財政赤
字

㊥特にニューヨーク市は破産の瀬戸

際

万一破産　の　米景気回復に悪影響

②　金融不安

③　国際的悪影響
（世界景気、ユーロマーケート）

然し連邦が次第に救済に乗り出すきざし。

（2）物価動向（対前月比）

卸売物価言う宅急も莞闇
（内工業製品）十0．4　0．6　0．7　1．2

万一インフレ再燃一→景気回復に水

（3）住宅建築不振。自動車販売不透明
10月及び11月上旬の自動車販売は好調

76年型新車発売によるこの好調が持続

することを期待する向きが多いが尚、

不透明。

不透明というのは、これはマクロ的に見た

場合の事でして、アメリカの需要家のニーズ

に合致してるかどうか多少の懸念があるとい

う事です。日木の車はアメリカで好感を持っ
て迎えられて居りまして、例えば次表のアメ

リカ日産販売76年の乗用車285万台、トラッ

ク784万台という数字を見ても判りますし、

次の各社の75年から76年の値上り率を見ても

ダットサン、トヨタはVW、GMからみて小

さい率ですので今後競争力もあると思って居

ります。

（4）失業率
ピーク　5月　6月　7月　8月　9月10月

9・2％8．6％8・4％8・4％8・3％8・6％

Ⅰ　金　融

卜　侶入れ需要薄弱

需要は回復しつつあるが未だ弱い。景気

回復が末だ消費段階に留り、在庫積増し

新規設備投資に迄及んでいないため。
2・（1）低金利

プライムレート　7．25％

（公定歩合）　（6・0％）

（2）理　由

①　連銀マネーサプライ強化策

②　金融市場安定化策
（ニューヨーク市グランド破産）

③　資金需要薄弱
米国自動車生産

，71　72　73　74　75　76

miu9．310．711．8　9．6　8．2　9．7

アメリカ日産販売
’71　72　73　74　75　76

Passenger185180235193252285

truck　　　65　72　86　63　74　84

PRICETRENDS　　　1975一〉76

GM　　　　　　　430　　268

フォード　　　　405　　247

クライスラー　　415　178

AMC　　　　　　414　191

Dutsun　　　　　423　176

トヨタ　　　320～467　195

V．W．　　270～320　　341

現在は大変な不況下にあります。充乗の高
度成長時代から一変して安定成長あるいは低

成長時代に入ったと云われます。私、2番目
に申し上げたいのは高度成長時代は我々とし

ても生産及び財務に最重点がおかれました。
つまりいかに物を多くつくるかいかに金擦り

をうまくするかという事でしたが、今後これ

までに増して重要なのはマネージメント、マ
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ーケッテソグ、社会科学との関聯をどうする

か等々、計数管理、管理者レベルの向上とい

う事がより大事ではなかろうかと思って居り

ます。そうした計数管理システムの背景とし

てかならずしも当を得ていないかも知れませ

んが私見を項目別に分けてみました。

計数管理システムの背景
1．総　論　　　　日　本　　　米　国

人　種　　　　単　一　　　多　種

公平感　　　　　弱　　　　　強

経済成長度　　高　度　　　安　定

国際化　　　　　少　　　　　大
大学教育　　理論狭い　実践広い
責任所在　　　間　接　　　直　接

計数管理ニーズ　少　　　　　大
人事　　　　　tt和”　　　tt責任”

2．経理担当者（管理者の一例として）

（1）（日本）generali＄t

同一会社の部門間移動

（米国）specialist

異なる会社の同分野移動

（2）（日本）経理知識、銀行接捗

（米国）buSiness　知識、意識

（3）（日本）グループ作業

（米国）個別作業と調査
（4）（日本）他社と他産業との交渉：少

（米国）積極的で：多
3．要求されている資質

＿BUSINESS SENSE

，ABILITY OF ANALYSIS

＿TECHNICAL ABILITIES

＿－SOCIALITY

4．その他

（1）管理の集中：分散

（日本）分散がち
（米国）集中度強い、特に管理面

（2）月次締切、年末決算

（日本）正確で遅い

（米国）予測も入るが早い
（1WK－3WKS）

（3）報告サイクル
（日本）月次
（米国）日次一週次

計数管理へのアプローチの強弱

（4）税務会計
（日本）税務会計にもとずく計数
（米国）企業実体にもとづく計数

（5）会社全休の関心
（日本）マーケット、シェアー

売上指向
（米国）利益追求

5．計数管理システムの特徴

（1）経営戦略－買収、合弁、交流、物流
分析、新事業計画、

（2）計画機能－プロジェクト企画（設備
投資計画etc）、長期利益計画、生産計画

（3）管理棟能－プロジェクト会計（設備

投資、事務合理化、VA活動、製造設備

合理化等々のFollow－UP）

業務管理（地域別物流コスト、仕入業者
別価格差異、推移、間接部門費、標準原
価分析、在庫管理）

（4）主計機能－形態別分類、機能分類

内部索制（担当者、書疑問照合etc）

企業実体の維持

連結決算、インフレーショこ／会計引当金

棚卸資産評価　etc

日本人は米国人とはっきり異なります。以

上、わけたどちらがよいかという事ではなく

て日本が高度成長から安定成長に変るには彼

等のやり方を研究して何らかの示唆を得た
い。その両者の中間の所に何か方向が見出さ

れないかと思うのであります。

（紙面の関係で後略）

スマイ　ル

佐藤会長　秋田方面で世にもめずらしい黒鯛
1尺7寸余を釣上げられた

モントリオールに於て第66周年次大会参加記

念Potoの中に三井先生おりました
山相大山支店12月1日オープン
設計監理　佐藤昇

出　　席　　報　　告

蕾曇警84．喜§蓋l童
皆川君、張君、今野君、小松君、斎藤（信）君、佐藤（正）君
進藤君、高橋（正）君、横山君、内山君、菅原（辰）君

前回出席率81．43％
修正出席数　　68名
確定出席率97．14％

ビジター

．∴・・．・・言。∴∴一・’、二十一∴弓
斎藤五郎八君一温海RC
羽根田正吉君、半田勇三郎君、阿宗健一郎君、自崎伸二君菅、原隼雄君一鶴岡西RC

相
日
諾
回
礪
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鶴岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや
例会日　j遠退火曜日　午后12．30′、ノ1．30

事務局　鴎岡市馬場町　笹島岡商工会議所内　電0235（22）5775

会長　佐　藤　　思　　幹事　吉　野　　勲

／こ′′点　　描

珍ロトタリーソング　（それでこそロ←一夕リー）

珍ビジタトゲスト紹介

％会長報告
⑳インターアクト海外研修派遣助成25万円（スマイルボックスより）

⑳去る13日　ローターアクトクラブ3周年記念

◎高橋正太郎君　病気快復、帰鶴の予定

珍幹事報告
㊨次のように変更

八幡RC12月20日（土）18時より　一条公民館　登録料2，000円

天童RC12月23日（火）17時より　小　閑　館

小国RC　毎週月曜日12時30分より　レストラン　サンライズ

最上RC12月24日（水）18時より　喜　至　楼

余目RC12月19日（金）18時より　余目町商工会館

温海RC12月22日（月）17時より　温海グランドホテル　登録料6，000円

珍新入会員鷲田幸雄君の紹介　推せん人中花盛雄君

珍海外研修派遣挨拶（後述）

％会員スピーチ　津田晋介君（後述）

％委員会報告（ロータトアクト委員長）

％出席報告

珍点　　鐘

TO D氾NFY THE HULVIArl BELNG　人間に威信を．′
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最近の訴訟事件を通じてみた世相　　　　　　津　田　晋　介　君

序　論　　　3年程前、国が或る事件で敗訴したという報告を受けるや、当時の首相田中角

栄氏が

「又あの馬鹿が－」

と発言した。馬鹿とは、その事件の判決をした裁判官を指したのである。

当時衆参両院で絶対多数を擁する自民党の総裁で且党内最大の派閥である田中

派の外、第3派閥の大平派、第4派閥の三木派、第5派閥の中曽根沢の支持を得

て、思うこと成らざるなしのワンマン首相も、裁判だけは意のままにならなかっ

たその憤潜を当の裁判官に投げつけたのが、此の放言である。

最高の権力者でさえも自由には出来ない裁判の権威－司法の独立は、民主々

義社会の根幹である。此の判決を下した東京地方裁判所の杉本判事は、左遷もさ

れず依然として現在も健在である。戦前東大教授河合栄治郎氏の著書「時局と自

由主義」、「第2学生生活」等が出版法に違反するとして刑事裁判にかけられた

とき、軍部の圧力に屈せず、無罪の判決を下した石坂修一判事が東京地裁から神

戸地裁姫路支部に左遷されたのと比べると、感慨無きを得ず、司法の独立が確立

されて来たことを知ることが出来る。

此の司法の独立は、近代民主々義社会の原則の一である司法の優位の基礎とな

るものである。

本　　論 最近注目を浴びた事件と3つに分けて、これらを通じて感じられたことどもを

述べてみたい。

1．第1は公害訴訟である。これは本来ならば公害を起こさせないように指導監

督すべき行政庁、此の場合は通産省の怠慢によって生じたものである。又巳む

なく公害が発生したならば通産省は、被害者と企業の間に立って両者を斡旋し

相当額の金員を賠償させるべきであったと思う。それらのどれもしないで放置

し、遂に公害訴訟まで発展したのは、日本の恥といわねばならないと思う。

2．第2に注目すべきは、郵便貯金の目減りの賠償を求めた事件である。物価騰

貴のため貯金の価値が減少してしまったことについて貯金者には何らの責任も

ない。それで減少した分の損害を国に対して求めたのが此の事件である。此の

ような預貯金の目減りを補償した国（ブラジルかアルゼソチソ）もあることを

考えるとき、比の事件は国の金融政策を問うものとして注目すべき事件という

ことが出来る。

併しそれには国の政治的責任を問うだけでは足らず法律的責任を問わねばな

らないが、理論構成は容易でないので、将来の課題に属するものと考える。そ

れと似た事件で、大阪で府立の高校に入学出来ず、私立の高校に入学した生徒

の父兄が授業料の差額を損害として大阪府に対して賠償を求めた事件がある。

これは司法権の拡張を伴う結果となるので、新しい意味を持つ注目すべき事件

である。

3．第3に、大阪空港騒音防止を求めた事件がある。此の事件の第2薯で国が全

面的に敗れ、午後9時以降の航空磯の発着が禁止されたが、これについて評論

家の細川某氏が、この判決とした裁判官が停年間際なので、退官後弁護士をす

ることを予想して住民側を勝たせたのだろう、とテレビの日曜放談で述べてい

るが誠に軽卒な発言であると思う。
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裁判官は65歳の停年で退職すれば、十分の退職金と多額の恩給をもらうので

弁護士をやって事件の依頼を多く受けよう等と考える人は絶無といってよい。

此の大阪空港事件は、公共の福祉と個人の利益とが正面から衝突したもので

極めて難しい事件であり、将来とも文明の発達、社会の進歩と共に激増するこ

とが予想される。現に石川県の小松市で自衛隊のファントム戦斗機の発着をめ

ぐって訴訟事件が起っている。公私の調和をどこに求めるかという重大な課題

を目ざしてその解決は将来に求められることになるであろう。

海　外　派　遣　挨　拶　　　　　伊　藤　正　之（鶴高専IC顧問教師）

ただいまご紹介いただきましたように、このたび国際ロータリー第353地区第2回インター

アクト米国親善研修旅行として三井先生以下15名のグループで米国に派遣させていただくこと

になりました。

先ず最初に、このプロジェクトに対しまして、お示し下さいました鶴岡RCの皆様、ならび

に353地区のロータリーの方々のご好意とご援助に対し、心から感謝申し上げる次第でありま

す。

今回は第2回でありまして、去る14日の山形における結団式の際にも話題となったのであり

ますが、「第一回の成果の上に更に実り多い楽しい研修旅行となるよう……」にと語りあった

次第であります。

IC活動の2大目標の一つにあげられて居ります。国際理解を現地の人々との生の心のふれ

あいによって、体験させていただくことは、メンバーの一人一人にとって生涯忘れえぬ貴重な

体験になるものと考えて居ります。

よく日本を離れて、はじめて日本の良さを知るとも言われますが、私達も日本、ひいては郷

土庄内のよさを身をもって知る日も近いものと思われます。

最後に日頃、私どものICに対する皆様のご好意とご援助に対し、改めて感謝申し上げます

と共に今後とも変らぬご指導、ご鞭撞くださいますようお願いいたしまして、感謝のことばに

かえさせていただきます。

鶴岡ロータリークラブ会員豪族新年会

実行委員会

委　　員

給

司会・プロ

受

会

余　　　　　興

市　川　輝　雄

菅　　　　　健

早　坂　徳　治

○印　委員長

石　川　寿　男　　内　山　喜　一

佐　藤　宇　一　　山　口　篤之助

菅　原　　　啓　　中　野　清　吾

ム

長
務
ラ
付
　
　
場

グ

郎

次

郎

郎

昇

郎

雄

二

雄

一

　

一

弥

俊

光

一

　

正

重

英

輝

木

垣

穂

林

藤

藤

水

川

川

鈴

板

新

上

佐

佐

清

皆

市

〇
〇
　
　
〇
　
　
　
〇

亮

一

治

誠
林

江
藤
塚

中
進
手
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昭和50年12月16　日

会　　員　　各　　位

鶴岡ロータリークラブ

社会奉仕委員会

委員長　市　　川　　輝　　雄

拝啓　初冬の供、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、明春1月13日開催の会員家族親睦新年会の席上、当委員会主催による「せり市」を開

催いたします。

これは各ご家庭でのご到来物やご不用の晶、又は商品など（市価1，500円以上）をご寄贈い

ただき席上で「せり」にかけ、その金額をクラブ財政逼迫の折柄、社会奉仕活動資金の一助に

当てたいと思います。

出来るだけバラェティに富んだ晶揃をして昨年以上の楽しいオークションにしたいと存じま

すので、なにとぞご協力賜わり度くお願い申しあげます。

尚、品物は1月6日迄事務局（鶴岡産業会館2階事務室）にお名前を附記して1人1品以上

お届け下さい。

敬　具

出　　席　　報　　告

本日の出席

会　員　数　　71名

出　席　数　　57名

出　席　率80．28％

阿部（公）君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、
玉城君、風間君、嶺岸君、森田君、斎藤（信）
君、佐藤（友）君、佐藤（正）君、手塚君、菅原
（啓）君、高橋し正）君、鷲田君

前回の出席

前回出席率84・29％

修正出席数　　63名

確定出席率90．00％

ビ　ジ′ク　ー

皆川君、小松君、横山君一鶴岡西RC

張君一外国

奥村知介君一習志野RC

斎藤繁雄君一村上RC

加賀山隆士君、阿宗健一郎君、羽根田正吾君一鶴岡西RC
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鶴岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

別会場　鶴岡市本田丁二丁目　ひさごや
例会日　毎週火曜日　午后12．30′）1．30

事務局　鶴岡市馬場‡町　鶴岡商工会議所内　電0235（22）5775

会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　勲

珍点　　鐘

％ロトタリーソング　（手に手をつないで）

％ビジターゲスト紹介

％会長報告
0去る12月19日　西クラブの忘年会　会長、幹事、小花君出席。

和らかな会合でした。

oG．S．E試験結果について。

本RC推せんの進藤昇君（ローターアクト会長）合格。

％幹事報告
酒田東RC12月25日（木）17・30～　年忘れ家族会　大沼百貨店　　登録料3，000円

酒田東RC　1月8日（木）18・00～　新　年　会　　相　馬　異　　登録料6，000円

酒田RC　1月7日（水）　　　　新　年　会　　相　馬　臣　　登録料6，000円

村上RC　1月8日（木）16．30～　新年家族会　　吉　　　源

能代RC　1月9日（金）17．30～　新年家族例会　プラザ　都

山形南RC12月27日（土）18・00～　例　　　会　　山交ビル7F

認証状伝達式　昭和51年4月11日15・30～　西日井RC　名古屋観光ホテル

国際ロータリー第352地区年次大会1976年4月24日（土）25日（日）岩手県民会館で

その他（会報到着）

珍会員スピーチ　張　紹淵君（後述）

％委員会報告（後述）

％出席報告

％点　　鐘

耶）E肛刑肝Y THE HULVIAN BamG　人間に威信を．′
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tt1975年の国際外科学会に招かれで’　　　　張　　紹　淵　君

米国の国際外科学会と医師会の共催の学会に拾聴されて、12月5日から9日まで、5日間、

ハワイのシャラトン・ワイキキホテルに滞在した。この国際外科学会で口演したことは、これ

で、5回目でした。おそらく、今度が最後かも知れませんが、第一回目は、今より20年前（昭

和30年5月に、16ミリカラーフィルムによる、tt胃切除術式の改善”について、口演内容の別

刷を携えて、会場でくはり、米国のフィラデルフィアのべこシワニア大学の会議場でしたので

した。それが、私の最初の国際外科学会の口演でした。

家内を連れて、その当時、開業医であって、教授並に、口演することが出来たのも、日本で

は、私が初めであり、それだけに、人気、好評があったように思われ、私達の喜びは、最高で

ありました。それも、師公、塩田広重先生のおかげ様と共に、口演前に、中山恒明教授が私の

口演フイルムを点検、カットして下さって、It日本国を代表してやるのだから～と云われで’

よりよき御指導を得られた、賜ものであったと、今更に、感謝に絶えない先生方でした。その

感激があって、この度、立派に塩田張式胃切除術が完成して、発表が出来たと思われる。

中間の発表をたどりますと、第1回日がフィラデルフィア、第2回目がローマ、第3回目が

ウイン、第4回日が日本の東京とある。かれこれ完成するのに、28年もかかりました。この塩

田張式胃切除術は、幸いにして、又、来年ミュンヘンで開催される、（1976年4月28日から5

月1日）西独乙の外科学会に認められて、下手な独乙語で口演しなければならんことになりま

した。考えてみれば、これも、云わば、ロータリーの自分の職業奉仕が実のったようにも思わ

れる。

この度の学会中は、家を1週間許りも、留守しましたが、会員の家族の皆様のよしみで、安

心して、口演をやって来られましたことを感謝しています。国際電話のおかげで、外国に居っ

ても、お降りに居りますように、毎日、診療のことなり、家の様子がわかり、指図も出来たの

で、世界は、小さくなったような感じがしました）このように、私には国際外科学会の楽しみ

があると同時に、もう一つの楽しみがありました。それは、国際ロータリーの、外国のロータ

リークラブの例会に出席することが、家内と共に、1つの大きな、楽しみでありました。外国

のロータリークラブ例会に出席します度毎に、自分達は、本当に、国際ロータリーの－大家族

の一員であるかのように思わせられました。それは、外国のロータリークラブの会員の皆様が

私達を同じ家族の親しみで、心から歓迎して下さったところがあったからであります。そんな　＼－ノ

わけですから、学会中も、外国の例会に出席して、楽しんで来ました私でした。この度も、パ

ール・ハーバロータリークラブの例会に、学会中を抜けて、出席して楽しみ、大いに歓迎され

ました。そして、私には、何時もロータリー例会の収獲ほ、学会中の収猿よりも、学ぶことが

多かったので、進んで、外国の例会に出席して楽しんで来たわけでした。

次に、そこに住んで居られる、日本人達はとうしているだろうかを知る機会を与えられて下

さいました。それは、幸いにして、山形県人会会長、松浦玉英さんと、唯一の、クワキ二・メ

ディカルセンター創立75周年になった、日本人病院の理事、元院長先生であった後藤健治先生

に、むかえられて、種々とその人達の日常医療のことや、老人福祉、日常生活の様子などを教

えてもらいました。知り得ることは、ハワイに住む日本人達は、日本国に住む人達よりも幸福

であることを悟りました。
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台中港区RC表敬訪問について 小池委員長

旅　　　程　　期間昭和51年2月15日　～　2月L9日（4泊5日）

募集会員　　申込みは今年中

費用概算　　￥135，000

申　込　金　　￥　20，000

◎上記費用には次のものが含まれております。

0航　空　機

0－級ホテルの／ミス付（一人部屋）及び食事代

0ガイド、入場料、団体行動のヰヅプ、空港税

㊥会費に含まれないもの

0渡航手続費用（旅券、ビザ、注射、代行手数料）

0個人的費用（クリーニング、電話、20毎を超える手荷物料、飲食代）

0鶴岡一東京（羽田問の交通費）

日　程　表

午前　自由行動

午後　ノースウェストのジャンボ機にて東京へ

※上記日程内容は暫定的なもので、今後変更されることも考えられますのであらかじめ

ご了承下さい。
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職業奉仕事例集について 三　井　　　健　君

tt早坂源四郎君のあいさプ’について説明

事例集発行の目的は、ただ各位の体験記録を収集するだけではありません。文を通して各位

の職業奉仕観、素朴な奉仕観、真率な奉仕軌更には近代的経営観をも窺える事が出来まし

た○共通している事はロータリーへの深い熱情です。各種各様な環境の下で、わが第353地区

ロータリアンの、多彩な、真実の姿と心とが画き出されて居ります。地区の全会員3，200余名

に比して、投稿数は極めて少数ですが、全会員の志行の一端を示すと云えましょう。

本冊子発行の目的は、これを印刷配布するだけでは達せられません。これを如何に有効に利

用するかであります。予算の関係で全員配布出来ませんでしたが、何卒各クラブの職業奉仕委　一

員会が中心となられ、本事例から適切なものを摘出され例会に於て、クラブフォーラムで、更

には地区職業奉仕週間に於て全会員にご発表願いまた討議され十分に活用されます事をお原恥、

します。

ロータリーは実践哲学であり、行動する事を強く求められて居ります。職業奉仕に於て正に

その感を深くします。然しながら、職業奉仕の理念の探求もまた肝要かと思います。これを契

機として、クラブ全会員が職業奉仕に関する内外の文献著書を播かれ、その理念の高揚と共に

実践の促進に一層精進されます様期待して居ります。

職業奉仕の道こそ、日頃私共の歩みつつある道であり、更に果しなく続く遠い道であると思

し、、ます。そしてロータリーの善さは私共自身が築き上げる可きの感を深くする次第です。

報　　告

会員数　71名r

出　席　数　　55名

出　席　率77．46％

前回の出席

ビジ′ク　ー

前回出麻率80・28％l

修正出席数　67名声ろ

確定出席率94．37％l

板垣君、玉城君、風間君、三浦君、斎藤（栄）君

斎藤（信）君、佐藤（昇）君、新穂君、佐藤（友）君

鷲田（辛）君、進藤君、菅君、高橋し正）君、高橋

（良）君、上野君、吉野君

風間君一東京南RC

阿部（公）君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、

玉城君、嶺岸君、森田君、佐藤（友）君、菅原

（啓）君、手塚君一鶴岡西RC

童滝禅源君一立川RC

j原田行雄君、加藤広君、白崎伸二君、土井秀夫君一鶴岡西RC



鶴岡ロータリークラブ会報

毎Sも
1975－12－30　胸．27

鶴岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34・6・27　353地区
例会場　錦岡市本町二丁目　ひさごや
例会日　毎週火曜日　午后12・30′｝1・30

事務局　魯岡市馬場町　廣岡商工会議所内　電0235（2215775
会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　勲

㊨点　　鐘

㊨ロータリーソング　（奉仕の理想）

㊥ビジターゲスト紹介

珍会長報告

○先週例会後、会長、副会長と共に社会福祉協議会、NHXに寄附して来た〇

0各委員会1975年の活掛こ惑乱今後共よろしく。

0菊地敏君よりクリスマスカード来る（後述）

％幹事報告

0山形西RC1月12日　午後5時30分　噴　月

。本荘RC　1月2日休会1月9日18・00～　一よし（本荘市肴町）

新入会員歓迎会　会費3，000円

○天童RC　1月3日休会

0鶴岡西RC1月2日休会　次回の例会は1月9日（金）

％委員会報告

㊨出席報告

％点　　鐘

TO tmFYTHE HuMArl BEJNG　人間に威信を・′
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匪委員会報告

・ロータリー財団委員会より

準フェロー申込　　小池繁治君、上野三郎君

・親睦委員会より

荘内病院放射線科増築工事（壱億六百万円）　温海佐藤組へ

13日の余興協力方お願い（新穂君）

・社会奉仕委毘会より（市川君）

1月13日のせり市の品物、1月8日頃迄事務局へもって来て下さい。

・、一ヽ　・・　．　－→　　LJ　　　　一一ノ　　ー、　1．　　－　－　－　ノ

竜　　鶴岡ロータリークラブの皆様

May the peace of Christmas

bring］Oy tO You

and those Youlove．

皆様の1976年の御多幸を

お祈り申し上げます

本日の出席

菊　　地　　　　敏

、　ニ∴÷－■、　七．＼＼、　ヽ．＼十一、　－、一一▼

報　　告

会　員　数　71名臣

出　席　数　53名書欠席者

出　席率74．65％】

前回。出席i芸≡≡芸芸77°≡……

l確定出席率88．73％

メー■ク

アップ

阿部（公）君、張君、早坂（徳）君、飯自署、五
十嵐（三）君、玉城君、嶺岸君、小花君、高橋
（正）君、三井（健）君、斎藤（栄）君、斎藤（得）君
斎藤（信）君、笹原君、菅原（啓）君、佐藤（宇）君
鷲田（克）君、清水君

板垣君、玉城君、風間君、佐藤（友1君、驚田

（幸）君、新穂君、菅君、吉野君一鶴岡西RC

ビジタ　ー】斎藤五郎八君一温海RC　陶山次郎君、佐藤成生君一鶴岡西RC



鶴岡ロータリークラブ会報

亀3牒
1976－1－6　　胸．28

親岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34・6・27　353地区
例J会場　櫓岡市本町二丁目　ひさごや
例会日　毎週火曜日　午后12．30′、ノ1・30

事務局　鋳岡市馬場田丁　錦岡商工会議所内　電0235（2215775

会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　勲

％点　　鐘
％君が代

多年の始め

％ロータリーソング　（奉仕の理想）

珍ビジター・ゲスト　なし

㊥会員奥様誕生祝　（親睦委員）

珍月間・年間出席表彰　（出席委員）

％会長年頭の挨拶　（後述）

％会長報告
・男網末松君　一身上の都合により12月末日にて退会
・男網君退会に際し、財団あて50，000円寄贈
・クラブ協議会13日午後3時より実施

クラブ後半の活動計画に伴う予算編成打合
・国際車仕委員会　昭和51年第3回交換学生受入れを決定
・交換学生斎藤太一君より近況便り（後述）

珍幹事報告
・温海RC1月12日（月）午後4時より　たきのや旅館　登録料2，500円
・八幡RC1月10日（土）午後5時より　後藤星旅館　登録料3，000円
・4種会第2回強勉会1月11日（日）午後1時より　仙台市民会館　参加料1，500円

珍会員スピーチ　早坂源四郎君（後述）
安藤定助君（後述）

％委員会報告
・国際親睦委員台中表敬訪問　22名参加予定　説明会1月14日午後6時　ひさごや
・社会奉仕委員会

インターアクト親善研修旅行団1月4日元気に出発1月11日羽田へ帰国予定、
・家族新年会実行委員会1月13日　新年会最終打合実施

％出席報告

％点　　鐘

TO】ⅢGNIFY THE HUMAN BEmG　人間に威信を・′
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年　　頭　　挨　　拶　　　　　　　　会長　佐　藤　　　息
●会員の皆さま新年おめでとうございます。今年の正月3日間は20年ぶりという静かなよいお
天気に恵まれたようでございます。去年の元日も確かよいお天気で鈴木前会長はご挨拶で「今天気に恵まれたようでごさ
年こそは元日のお天気のよ うに晴れやかな年であることを熱願するものである」と申されまし
たが、石油ショック以来、遂に3年続きの不況風にさらされました。私も今年こそはと再び念
願するものでありますが、余り明るい情報は見当りません。福田さんの言を借りれば、石油シ
ョックで3年の重症を負ったのですから、今年は自宅療養の年かも知れません。しかしこのよ
うな不況の時こそ、みんなに公平な、みんなのためになる明るい社会づくりと豊かな心の成長
のためロータリアンとして1人1人が何かを考えねばとも思う次第でございます。そしてポー
ルハリスの創立精神を今一度振い起したいものです。

○扱て去年は卯、今年は辰だから「卯辰（ウダツ）があがらない」とはある新聞の経済放談の
言、元日の子供番組テレビで竜の足は何本か？　4本と答えてましたが、竜は十二支の中で唯
一つ実在の動物ではないらしい。すぼらしい力を持った想像のものらしい。よく見る絵や彫刻

には、昇竜と降竜があります。羽黒山にも石段坂道を昇りつめた茶店の奥左側に小さな社があ
り両側の柱に確か昇竜と降竜があったように覚えてますが、仲々立派なものと気憶しておりま
す。それから「汚龍千年」という言葉があるようですが、竜は深い淵の中で千年もぢっと耐え
修業を黄み、時節到来すれば人目にも見えない速さで天に昇り、雲をおこし、雨を降らす不思
議な力の持ち主であるとも言われております。この地方の百性は昔から善宝寺（龍神）の方角
をみて天気の急変を知ったようです。あの方角に天から辰が降りて来たら、間もなく俄雨（雷
雨）がやってくると思っていたのです。今考えれば上昇気流による海上の龍巻であります。音巨
の念力も早天には慈みの雨であり、又暴風雨ともなれば災いをもたらすのであります。辰年の
竃が昇竜であり早天の慈雨であることを期待したいものです。
◎ロータリー年度も各委員会活動と会員のご協力により、その前半を大過なく経過させていた
だきました。特に今年度新しいアイデァのもと企画実施されましたSAAの例会日玄関での歓
迎は大変好感と高評のものと思ってます。社会奉仕の大山自然公園樹木名札取付け、市社会福
祉協並びにN王iK歳末助合い寄附、青少年委のボーイスカウト援助（天幕寄贈）国際奉仕では
財団契学生派遣又会報の内容充実次週発刊誠にご苦労さまでございました。前半期の活動に対
し深謝申し上げます。後半の活動については13日クラブ協議会で更に検討を加え、IC海外研
修派遣（1月4日出発）国際親睦妻の台車港区姉妹クラブ訪門、家族く、、るみの親睦活動、出席
率の向上、財団寄附等その具現化を図り、年度始めにお願い申し上げたように全会員参加によ
る奉仕活動によってRI会長の示された「人間に威信を」を目標に稔りある実横を挙げられま
すようよろしくご協力をお願い申し上げ年頭のご挨拶と致します。

交換学生　斎藤太一君よ　りの近況
鶴岡Pr→クリークラブの皆さん新年明けましておめでとうございます。私のアメリカ生活も

4ケ月目に入りましてから一層充実して参りました。これも全世界的なロータリークラブ、そ
してその中で活動していらっしゃる皆さんの暖い御支援の下に日本人学生の代表として海外に
おいて1年間勉強できるというチャンスを与えて下さったことにたいへん感謝しております。

やはりアメリカの学生生活は日本のそれとはかなり違いましていろいろな驚き、勉強になるも
のがたくさんあります。それらを混じえて、こちらの様子をお伝えします。

私がお世話になっているところは人口3万人程の町で、町の週辺は大きな農業地帯です。人
口3万人と言うと小さな町ですけれども、中心部は結構高いビルディングもあり工場などもた

くさんあります。この町のロータリアンは120人程で週に一度の会合には60人ぐらい集まりた
いへんにぎやかです。私も3回出席させていただき昼食を取りながら、ぼくの町鶴岡の招介な
どをしました。

さて、私が最初にホストファミリーとしてお世話になったのが3人の雇用人を雇いお花やさ
んを経営して、いらっしゃるMr．ヮイヤリックさんという方で、ぼくがお世話になる前に中央
アメリカのグマテマラという国からの学生を2回も世話をしたことのある方です。彼の家族の

皆さん14才の女の子、16才の男の子と供にたいへんすぼらしい3ケ月間をすごしました。ぼく
の学校は普通の高校とちょっと違っていて、各町のハイスクール（高校）から、高校卒業後、

直に職に付きたいと思っている生徒が、高校年間の最後の1・2年間を勉強するというもので
アメリカでも新しいタイプの学校です。建物そのものも1階建てですがたいへん大きく、驚く
ことにコースが30もあり、日本の実業校、工業、商業、農業はもちろんテレビなどのカメラマ
ンになるためのコース、掃じ人になるためのコース、お花やさんになるためコース、病院など

＼、一一ノ
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で生まれたばかりの子どもの世話をするコース、板金やさんになるためのコース等、たいへん
コースが細くなっていて、その道の教育内容は相当高いものです。そしてこの学校は生徒たち

にたいへん人気があります。このことはやはりアメリカの一つの職に対－ずる人件費が日本のも
のから比べると高く、結婚しても共稼ぎすれば十分に生活が営なめる。そういう点がアメリカ
学生の考えのようです。

ぼくが板っているコースは機械工作で午前中の4時間を工場で実際に製品を製作、昼食のあ
と1時間の英語、2時間の教室での製品製作のための数学、理論、コンピューターの操作、コ
ンピュータープログラムなど結構内容も濃くたいへんためになっています。英語をのぞくすべ

ての科目を教えてくれる先生も有名な方で高校の教科書を実際に作っていらしゃり、ぼくが留

学生であるもんですから授業が終わってからわからなかった点などをわざわざ教えて下さいま
す。おかげさまで成績もAとBです。勉強においてほほんとうに充実したものを感じています

友だちもたくさんできまして、工場で勉強するときなどほ生徒全部とお互い心をゆるして、
いろんな冗談をとはしあっています。それから世界中の国から来ている学生と話すことも楽し
みの一つです。フランス、スゥエーデソ、ドイツ、特に中央、南アメリカの生徒が多く、いろ
んな生活様式の違い等を知ることができます。中央、南アメリカというところは興味あるとこ
ろで、日本やアメリカ、ヨーロッパ諸国のように中流家庭というのがなく、お金持と貧乞人、

それは招使を4、5人と持っているということを聞かされておどらいています。
今、お世話になっている御家族は奥様が日本人で、彼女は小学校の校長をなさっています。

彼女のお父さんがニューヨークで日本レストランを経営していて、日本料理をときどき送って
下さりたいへん満足しています。それに奥様が日本語を少し話しますので生活には便利です。
2度目のこの御家族との3ケ月間もすぼらしいものになりそうです。
このように私にすぼらしいチャンスを与えて下さった皆さんに改めて感謝してペソを置かせ

ていただきます。さようなら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斎　藤　太　一

年　　頭　　所　　感　　　　　　　　　　　　早　坂　源四郎君
元旦早々張切ってしまったら逆に風邪をひき張先生の御世話になって居ります。男網君が退

会すると聞いて極力残られる様話をしましたが残念です。年男としてスピーチという事ですが
ロータリーの雑誌週間でもありますので今日は「ロータリーの友」の宣伝をさせて頂きます。

1月号に鎌倉在住359地区直前ガバナーの山田宗囲さん（茶道宗偏流家元）の記事がの→て
居りましたが私も一読して感銘しましたので御披露を致します。

「三級浪高魚化竜」（さんきゅうなみたかくしてうおりゅうとけす）これは有名な碧巌録の
一句でありますが、魚がやたらに竜になるのではなく優秀抜群の大魚は三級の滝という非常に

けわしい滝を飛びこえ激流をのぼってはじめて竜となるのだそうです。よく修業をつまねは竜
となり上天出来ないという教へと思います。私も今年は大いに勉強を重ね、徳をつんで竜とな
り上天したいと考えて居ります。

年　　頭　　所　　感 安　藤　定　助　君

「耕心」理事長　菅原兵治氏「年頭三題」から
「丙辰の年について」

（1）昭和51年の干支は「丙辰」－「へいしん」ヒ「ひのえ、たつ」－ですから、たしかに辰
（たつ）の年ではあります。
（2）しかし「辰」（しん）という字には「竜」という意味はありません。日月星辰などいう

熟語もあるので「辰」は「ほし」でありまして、新しい時勢の黎明期とでも申しましょうか。
1年の時節でいうと陰暦の3月（陽暦でいうと4月頃）、1日の時刻でいうと朝の8時頃がこ
れに当るのを見てもわかるでありましょう。随って運勢の最盛期は、もっと先にいって「巳」
（み）から「午」（うま）－52～53年－の頃になると見るべきであります。

（3）しかし、これは十二支の方のことで、これに甲乙丙丁……　十干が組合せられて、昭和
51年は「丙辰」の年となるのであります。この干支の組合せによる「丙辰」－「へいしん」＝
「ひのえ、たつ」－という年は、60年に－度しか来ないのであります。「辰の年」というのは
12年に一度ずつ来るのですが、それと十干との組合せは次のようになり、同じ辰の年といって

も皆同じではないのであります。
大正5年　　丙辰（ひのえ、たつ）
昭和15年　　庚辰（かのえ、たつ）
同　39年　　甲辰（きのえ、たつ）

昭和3年　　戌辰（つちのえ、たつ）
昭和27年　　壬辰（みずのえ、たつ）
同　51年　　丙辰（ひのえ、たつ）
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上記のようなわけで、同じく辰の年といっても、丙辰の年は60年前の大正5年（1916－第一

次世界大戦戦時中）以来初めてのことなのであります。
（4）そこで今回の場合の干支の組合せと、

それに伴う運勢の動向を図解してみると、次
のようになるのであります。

（この運勢図解については昭和49年正月号
で詳説しておきましたので、御参照下さ
い）

これによって見ると、前周期の高度成長路

線→そしてそれは「機械化」「合理化」を二
木の柱として、誇らしくも大いなる白負を以

n H H Il ll l】lI　”ll ll　川

五　五　五　五　五　五　五　五　五　四　四
八　七　六　五　四　三　二　一　〇　九　八
年　年　牢　年　年　年　年　年　年　年　年

て書進して来た「近代化」路線であるのだが、それが一一昭和48年を以て、－一応の終止符を打
たれたということになるのである。そして49年の「甲寅の年」からは、全く新しい路線に転換
して来たのである。それを世間では「不景気」というが、見ようによっては「正常化」の為の
「収縮」でもあるでありましょう。
（5）この不景気がいつ立ち直るか。もちろん誰もが昭和48年以前のような姿に帰るなどとは

考えぬであろうが、それにしてもいつ落ち着くのか。これを上記の干支の運勢図で見ると、51
年では「いまだし」である。次第に安定一の方向に向ってはいるが、新なる路線に転換して、
その線に随っての安定の広野に出るのは、昭和52年の下半期から53年にかけてであろう。（こ
のことは12月8日に、河本通産大臣も政府の見解として明らかにしたことである）

（6）図解の線によると、54年以後は下降線をたどるように見えるであろうが、しかしそれは
必ずしも不景気ということではない。ちょうど草木における秋冬の収蔵のようなもので、新な
る路線による新なる形態の「みのり」得ることと解してよいでありましょう。
（7）次に「丙辰」の「丙」について一言しておきましょう。丙の字にはいろいろの解釈があ

るが、芥で、地中には眼を出し、地上には二葉を出した象形であるというのが解りやすいと
思う。そこで二葉を出して、その作物が豆であるか、麦であるかが、あきらかにわかって来る
ので、この字を「あきらか」と訓み、「柄」の字としても用いられるのである。「申」も「乙」

も共に芽を出したばかりの象（かたち）であるが、それが「丙「となって「あきらか」になり
更に「T」となって一人前（壮丁）となり、「戊」になって茂って来ると……なるので、随っ
て十干の方からいっても、昭和52～53年にならなければ、新しい路線の本当の安定したすがた
ほ出て来ないと見るべきでありましょう。
51年の「丙辰」の年をこのように見て、さてこれに処してどうすればよいか。52～53年に真

の安定を得るために備えて、対内的の改善充実と、対外的の信用の向上とに努力すべき時では
ないでしょうか。

その意味からすれば「今年もまだ景気がよくならぬのか」などとかこつだけでなく、こうい
う時にこそ、澱刺旺盛な「元気」「生気」を振るい起して、創造化青の力を発揮し、魅力ある
人となり、魅力ある仕事をすべき時でありましょう。

会　員　誕　生　　　　　　　　　　　　　　　奥　様　誕　生

板垣俊次君、海東与蔵君、佐藤伊和治君、　　五十嵐とし様、中野悦子様、高橋美津子様
三井健君、玉城俊一君、吉野勲君、鷲田幸雄君　　谷口美代子様

年間皆出席
16年間皆出席　張　紹淵君　15年間皆出席　三井　徹君　15年間皆出席　嶺岸光貴君

12月120％出席　　6名

阿部（塞）君、小花君、中江君、佐藤（忠）君、佐藤（友）君、谷口君
12月100％出席　　45名

出　　席　　報　　告

本日の出席

前回の出席

∴・・仁∴∴－バ十十∴二：：
∴　一・・十、㌦げ∴丑‥J信一鶴岡西RC

＼）



鶴岡ロータリークラブ会報

亀3亀
1976－1－13　．物．29

嚇岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

例J会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや
例会日　孝義過火曜日　午后12．30′、ノ1．30

事務局　粗岡市馬場町　梼岡商工会議所内　電0235（2215775

会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　勲

例会場を新年家族会のため産業会館5階に移し午後5・30開会

珍点　　鐘

％ロータリーソング

％会長報告

㊨金井勝助君（名誉会員）へ記念品贈呈

◆幹事報告

㊥諸事連絡

珍委員会報告　中江亮委員より

盟友1年台中表敬訪問日程、2月16日に決定した旨報告

㊨ビジターゲスト紹介

％点　　鐘

引き続き会員家族親睦新年会（同会場）135名出席

％佐藤忠会長あいさつ（後述）

珍鈴木弥一郎新年会委員長あいさつ

TO】ⅨGNFY THE HULVIAN BEmG　人間に威信を．′
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明るいムードに包まれた新年会

新穂光一郎君の司会で開幕。場内満艦飾を施し、新年会の明るいムードあふれるなかで、最

年長会員佐藤伊和治君の音頭で一同乾盃。金婚式を迎えた1組、銀婚式を迎えた6組（後記）

からいちいち登壇をねがい、佐藤会長より銀盃を贈呈、若がえったご夫妻に万雷の拍手をおく

る。1組ずつ記念写真。（後日贈呈）

恒例のオークションは、セリ係を承った菅健君の名セリさばきで次ぎ次ぎと高値がきまるご

とに爆笑。総売り上げ金155，780円は、スマイルボックスに投函された。

子供たちが、いちばん楽しみに待っていたらしいインターアクトによる人形劇（原作阿部裏

君）tt百花村物語”の熱演に大喜び。

次いで福釣り大会、飛び入りかくし芸などがあって新年会もクライマックスに逢した。

午後9時過ぎ、一同手に手をつないで場内を陸しい輪でかこみ、家庭的な雰囲気が場内いっ

ぱいただよい盛況のうちに散会した。

ご　　　　挨　　　　拶

会　長　佐　藤　　　忠　君

会員、ご家族の皆さん、新年おめでとうございます。昨日まで寒波もすっかりゆるみ今日は

おだやかな天気に恵まれた新年家族会でございます。鶴岡西クラブ会長さん始め、来賓の方々

をお迎えし、多数のご家族の参加ありがとうございました。厚く御礼申し上げます。

ロータリーが色々な奉仕活動をやっておりますことはクラブ会報を通じて奥様みなさんご承

知のことと思います。その活動を生む大きな要素は会員の相互信頼と融和であります。今日の

家族会も親睦と友情を図る年度最大の行事であります。これが明日からの活動の源泉となりま

すようお願い申し上げる次第でございます。

このあとのプログラムに金婚式、銀婚式を迎えられた7組の会員ご夫婦に銀盃の贈呈式がご

ざいますが、ほんとうにおめでとうギざいます。心からお祝い申し上げると共に今後ますます

のご健康をお祈りいたしたいと思います。

また社会奉仕委員会企画のオークションに対しましては、会員各位の絶大なご協力ありがと

うございました。社会奉仕活動に有効に生かされるものと思います。

第3部ではお楽しみのローターアクトクラブ会員の人形劇や会員ご家族みなさんの色々なか

くし芸等もありますので時間までゆっくりご観賞、ご歓談いただきたいと存じます。

会員ご家族のみなさんには一層のご理解をいただき、今年度後半のクラブ活動に対しご支援
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とご協力をお願い申し上げる次第でございます。

最後に本日の諸準備をして下さいました実行委員の方々、オークション担当の社会奉仕委員

会、人形劇のローターアクトクラブの皆さんに心から感謝申し上げます。ありがとうございま

す。

金　婚　式　　鷲田克己君

銀　婚　式　　黒谷正夫君

石川寿男君

内　山喜一君

山　口　篤之助君

菅原辰舌君

清子夫人

貞子夫人

徳江夫人

キ　ミ　夫人

マサイ夫人

和子夫人

横山　　昇君　登美子夫人

佐藤忠会長　新年のあいさつ

鶴岡ロータリーの発展を祈念して乾盃
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かくL芸で得意のノドを披露する

三井健君、三井賢二君、新穂光一郎君

金婚式を迎えて

若がえった鷲田克己君と清子夫人

みんなお手々つないで
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亀39
1976－1－20　挑物．30

m岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34・6・27　353地区

例会場　錦岡市本田丁二丁目　ひさごや
例会日　転過火隠日　午后12．30′）1．30

事務局　鱒同市馬場町鴇岡商工会議所内　電0235（22）5775
七会長　佐　藤　　忠＼　幹事　吉　野　　熟

％点　　鐘∴＿

％ロータリ二ソング（それでこそロータリー）

～　％ビジター、髪スト紹介

珍会長報告′

句〉新年会の件

⑳今後1カ月を会員増強月間とする。

⑳各委員会活動状況

⑳インターアクト親善研修旅行団訪米のイソクーアクト地区委員長　三井徹君、

報告予定のところ欠席のため次回正変更

珍幹事報告

⑳例会「天童RC　1月16日（金）に変更
ノ　会報到着」能代、本荘、新発田、東京RCから

％委員会報告

㊨家族新年会のオークション収入155，780円はスマイルボックスへ

㊨親睦委員長スマイル　飯白梅倍君　全国表彰

板垣俊次君　誕生祝い

％出席報告

一珍点　　鐘

’IV mGNIFY THE HL叩Arl BEIFIG　人間に威信を・′
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会　長　報　告

佐　　藤　　　　忠

7・去る13日PM3：00より商工会議所に於て第4回クラブ協議会を開催し、会計よりクラブ会

計の現況と今後の見通しについて報告。ついで各委員長より上半期活動報告と下半期活動の
具体化について発表、検討された。
・特に予算収入の面からも会員増強を考え、本日より1カ月間会員増強月間と定め、その充

項に最大のご協力をお願い致します。
・新会員に対する情報（フォーラム）はその後充分時間をかけ実施する。予算面も親睦委員

会と達けい配慮する。
・出席率は残念ながら上半期90％台にならず終わったが、欠席の内容等よく分析し、後半に

は本年度目標の92％にもっていきたい。
●ロータリー財団～目標1700％にするため今後準フェローの募集を進めたい。

・職業奉仕～2～3月事例研究を実施。

：∴‾－＿　∴‾　－　∴

名の団長三井徹君（地区委員長）ご夫妻誠にご苦労様でした。国際親善により、ますます友
好の輪をひろめ、また健全な青少年育成、特に国際的視野をひろめる大きな研修の意義があ
ったものと思います。ありがとうございました。

3・姉妹クラブ台中港区RC会長、呉金生民より盟約壱周年記念式典（2月16日　PM6‥00）

参加に対する次の通り歓迎の文書が届いて居ります。国際親睦妻が詳細企画立案中。

台湾省台中県清水浜文昌街30

呉　　　金　　生　（台中港区扶輪社）

拝啓　厳冬の侯、貴クラブ益々御発展の段、慶賀至極に存じ上げます。
扱て、12月23日付御手紙有難く頂戴致しました。

光陰流水の如しとか、貴クラブと姉妹クラブを締結してから早や一年の歳月は経ちました。
この間貴クラブの御協力を得、公私にわたり交流を重ね、国際親善を深めつつあることは、相

互共に誠に喜ばしいことであり、殊にこのたびの姉妹クラブ結盟壱周年記念式典参加のため、

特別に実行委員会を組織し、諸般の準備を進めていることなど、貴クラブのその熱誠ぶりは感
服の至りであり、双手を挙げて御来訪を歓迎致す次第であります。是非多くの会員様の御来訪
をお待ち申しております。（後略）

アメリカに学びたいこと

インターアクト米国親善研修旅行を終えて

（賢空警誓誉苧甲誉警讐悪罵教師）

第2回インターアクト米国親善研修旅行に参加させていただき、先方の533地区のロータリ
アンの方々、多くのインターラククーの方々のご協力とご好意により予想以上の成果をあげて

11日、全員無事に帰ってまいりました。

貴重な時間をお借りして、感想を二、三お話してみたいと思います。
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（1）サソバナディーノ市は線を大切にする都市
ご存知のようにロスアンゼルスやサンバナディーノほ雨が少ないことで知られており、

遠くのダムより水を引いており、いわば水は貴重品なのでありますが、少なくとも日に1

回スプリンクラーによって公共施設の木々や芝生に水をやり、全市民が緑を大切にしてお

り、うらやましく思いました。

（2）職業意識に徹しているアメリカ人
サソフランシスコに滞在中、サー・フランシス・ドレークというホテルに泊まったわけ

ですが、そのレストランで働いているウェイトレスは、わずか3人で30人～40人ぐらいの

客の夕食のサービスにあたっておりました。日本のレストランでは、同じサービスに2倍

か3倍の人数であたっているのが常ですが、あのように自分の職業に誇りを持って、笑顔

をたやきぬ職業意識に徹する彼女達に敬愛の念を禁じ得ませんでした。

（3）ロウ先生からお教えいただいたこと

私達がホーム・スティでお世話になったロウご夫妻は、お2人ともバークレーのカリホ
ルニア大学のご卒業で、ロウ博士は南カリホルニア大学の大学院で長らく図書館学を講じ

ておられ、現在は退職され、70歳を越えておられるようにお見うけいたしました。博士の

お話の中に「……人間はいかなる年齢においても、生きる目標を持たなければならないと

思います。私は2年前から電子オルガンを習っております。この蘇習ほ私の生活をより豊

かなものにしてくれております。……」この博士のお言葉には深く感じ入りました。

近く今回の私達の研修旅行の報告書がまとめられるように聞いておりますので詳しくほ、そ
の方にゆずりたいと思います。最後に私達に、このような威会を与えてくださった鶴岡ロータ

リーの皆さんや353地区のロータリアンの皆さんに、心から感謝申しあげたいと思います。

深　め　た　国　際　理　解
鶴岡工専インターアクト　斎　藤　　　稔

このたびロータリーの方々のおかげで、とっても貴重な体験をすることができて、まことに

ありがとうございました。

見るもの聞くもの、すべてが予想していた以上にすぼらしく、まさに「百聞は一見にしか

ず」というこJ二ばがしみじみとわかりました。

サンバナーディノでは、向こうのインターアクトの人たちとも、とっても親しくなり、彼ら

の活動や生活など、いろいろと知って、ほんとに勉強になりました。

また私としても、こちらの活動など、いろいろと話してきたつもりですから、国際理解とい

う点では、大きな成功をおさめたいと思っています。

私は、この研修旅行を、ただ「楽しかった」などと言って、終わるのではなく、せっかく向
こうの人たちと交流できたのですから、この機会に、なんとか、もっと大きな交流をつくって

国際理解をさらに深めていこうと思っています。
ほんとうにいろいろとありがとうございました。

年　男　に　ち　な　ん　で　　　　　　　　　　佐　藤　順　治

十二支とはご存知の通りね、うし、とら、う、たつ、み、うま、ひつじ、さる、とり、いぬ

ゐと12の動物の年を表わしておりまして、その動物の生れ年の性格は、その動物の性質と大変

似ているようでございます。

例えば「う（兎）」年の人は腰が軽く外交官とか、セールスマン等に適した性格の持主が多く
また「ゐ（猪）」の隼人は極めて一本気で何事にも本気で取り組み、よく言われております「猪

突猛進型」の人が多いように思われます。こんな例は枚挙にいとまありません。
ただ一つ例外があります。これが「たつ」であり「今年、であり、私の「年男」であるわけ

であります。では「たつ」年の人の性格は、どんなものでありましょうか？

さて．荘内日報の元旦号に面白いことが書いてありましたのでご披露申し上げます。
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景気上昇に緑がある辰

昭和51年は辰（たつ）年、辰は景気上昇に縁があるとして庶民に期待される年である。

辰は竜のことで、竜にまつわる物語や伝説は全国的に多い。百科事典によれば、竜は古代の

中国人が想像した変幻自在の霊獣で頭に角があり、胴は大蛇のようでウロコがあり、釦、つめ
のある四足をもっている。

竜はすぐれた存在にたとえられ天子の顔を竜敵、徳を竜徳、位を竜位といい、ものの最もた
いせつな一点を成しとげることを画竜点晴という。

中国の黄河で三段の滝をなすところを竜門といい、ここをコイが上れば竜になるということ

から立身出世する関門は登竜門といわれてきた。また、ものごとの始めは威勢よく、終わりが

衰えることを竜頭蛇尾といっている。
このように竜は、偉大なもの、すぐれたもの、の象徴で人間生活になじみ深く、中でも竜宮

のおとぎ話はほとんどの人が知っているであろう。まだまだ続くのですが、要するに竜は中国

人が想像した変幻自在の霊獣ということでありますので、結局得体の知れない性格のように思
われます。ですから我々たつ年生まれの性格を的確に判断出来るのは第三者である皆様方では

ないかと思います。

免に角今年は「たつ」年であるから景気上昇の年でありますし、加えて最近の新聞、テレビ
で喧伝されている政府の景気浮換対策に便乗し、昇り竜の如く皆様と共々大いに繁栄出来ます

よう期待したいものであります。

昇　り　龍　の　ご　と　く　　　　　　　　　　　内　山　喜　一

先日は銀杯を頂き、今日は年男として、ごあいさつをさせて頂く。正月早々大変光栄と存じ
ます。

時にご覧の方も多いと思いますが、荘内日報の元旦第4号に「辰年にちなんで」と題する特

集がございました。それに依りますと、日本全国で「竜」の名をつけた丁†はか川。洞窟で、最
も有名なもの12カ所もあるそうで、例えば川ですと天竜川と申すようにでございます。なお地

元庄内における、tt竜”の名をつけた寺院は19寺あるそうでございます。（鶴岡7、温海、遊佐

各3、酒乱平田町各2、清川、藤島各1）
さらに昨年中頃と思いましたが、中国のある地区から、発掘されました2千年前と推定され

る遺体から、その衣服でしたが、tt竜”の文字が発見されております。辰とか竜とかはこのよう

に、誠に縁起のよいもののようでございます。

先日、昨年のtt卯”と、本年のtt辰”で、ウダツが云々とございましたが、卯は既に過ぎ去

ったttェト”ですので、少々わきにご遠慮願いまして今年のtt辰”で大いに立つ立ち上る。竜

はもちろん、昇り竜で今年も大いに張り切って参りたいと存じます。



鶴岡ロータリークラブ会報

亀40
1976－1－27　胸．31

閑岡ロータリークラブ　創立昭3476．9　承認昭34．6・27　353地区

夙会場　涜同市本町二丁目　ひさごや
例会日　毎週火曜日　午后12．30／）1．30

事務局　梼同市馬場田丁　錦岡商工会議所内　竃0235（22）5775

会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　勲

％点　　鐘

％ロークリトソング　（手に手つないで）

％ビジターゲスト紹介

％会長報告　　　／
台中表敬訪簡メンバー18名決定

2月3度例会終了後結団式挙行

％幹事報告＼∴一▲　　　　／

○遊佐RC　　2万㌻甘盲2月4日節分例会に変更　吹浦　海禅寺

0鶴岡西RC　創立10周年記念式典　5月28日　善宝寺　登録料5，000円

。立川RC　　認証状伝達式　5月2日13時30分

立川町コミニテ一々∴／ター　登録料8，000円
0推せん新会員名発表

神部行雄君（東北電力鶴岡営業所長）
中村吉昭君（東北電気工事鶴岡営業所長）

％委員長スピーチ　　雑誌委員会　三浦悌三君（後述）

％委員会報告
0親睦委員会より

三井　徹君　団長の大役はたし無事帰国

富樫良書君　上水道工事（13，200万円にて）落札
0会員増強委員会より

2名の推せんがありましたが一層の協力を

㊨出席報告

％点　　鐘

TD mGNIFY THE HUMArl BEmG　人間に威信を．′
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委員長スピーチ

雑誌週間にちなんで　　　　　　　　　　三　浦　悌　王　君

雑誌週間は雑誌委員会に与えられた使命の一つです。大変不馴れでお聞き苦しい点も多々あ
ると存じますがよろしくお願い申し上げます。私の職業柄数字が多く出て参りますが御容赦願
って置きます。

整尚比の資料は総べてtt雑誌委員会、雑誌週間資料’を参考としました。
1・雑誌週間の目的

雑誌週間はロータリアン誌の発刊を記念してRIが決めた記念行事の週間と思います。

その目的は、l地域機関誌ではなく公式機関誌である。THE ROTALIAN（英文）及び
REVISTA ROTALA（スペイン語）に対する会員の認識を深めることにあると雑誌週間

資料に書いてあります。
1975年5月現在に於ける日本での購読部数は約8400部で、会員数6万8千に対して12％

となって居ます。又日本での1クラブ単純平均は7冊となって居ます。

此の週間はTHE ROTALIAN誌に対するPRが目的ですので、尚一層の御購読をお願
い致しておきます。

尚当クラブに於ける購読数は、会員9名その他ローターアクト・インターアクト3計12

冊となって居り会員に対する比率は約13％です。
2・ロータリー公式機関誌

先に申しました通りprタリーには公式機関誌があります。THE ROTARIANと
REVISTA ROTARIAです。使用言語は英語とスペイン語ですが、発行国は何れもアメ

リカとなって居ます。発行部数はTHE ROTARIANが約47万部REVISTA ROTARIAが

約10分の1の4万3千部計51万3千部で英語版が全体の92％を占めて居ります。

2－1公式機関誌の内容

雑誌週間資料によるとTHE ROTARIANは国際ロータリーの公式機関誌として、ロー
タリークラブの存在する各国クラブの活動状況、RI役員の活動状況等を紹介すると共に

各国の政治、経済、社会科学等の分野に於ける代表的人物の時代に適応した論文を掲載し
て居ります。詳細は実物をお読み下さい。

2－2　TI王E ROTARIANの歴史

ロータリークラブの設立は1905年（M38）で当時は此の様な公式機関誌は無く、約6年

後の1911年（M44）に初代RI事務局長チェス・バリーによって創刊されました。当初は
タブロイド版11頁の新聞だったそうですが、現在はA4版48頁の体裁をとって居ます。

1975年（S50）5月現在でロータリーの所在国151非所在国7　計158ヶ国に配布されて

います。購読部数51万3千部中各国の購読数及びその割合は概略次の通りです。

第1位　　ア　メ　リ　カ　　36万2千　　　7叩占

第2位　　カ　　ナ　　ダ　　2万5千　　　5％

第3位　　オーストラリア　　2万3千5百4．6％

以上3ヶ国が全体の約80％を占めて居り日本に於ける購読部数は8千4百で全鰐読部数
に対して1・6％となって居ります。

3・ロータリーの地域機関誌

公式機関誌ではありませんが、RIの承認の下に地区ガバナーの責任に於て日未を含む
22ヶ国で地域機関誌が発行されて居ります。公式機関誌を含めて、昭和50年6月現在等発

行部数は約75万7千部となって居ります。

次に枚関誌での使用言語を調べてみると

第1位　　英　　　語　　8種　　32％
第2位　　スペイン語　　5種　　20％
第3位　　フランス語　　3種　12％

日本の地域機関誌ttロータリーの友”では日本語版を月刊で英語版を年4回発行して雷り

ます。

＼、＿ノ
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発行部数の多いのは

第1位　　ノルウェー　　5ケ国語

第2位　　ス　イ　ス　　3ケ国語

第2位　　エジプト　　3ケ国語

＼＿．／

発行部数では

第1位　　アメリ　カ

第2位　　イ　ギリ　ス

第3位　　ノルウェー　の順になっています。

尚現在アメリカでは公式威閑話以外の地域機関誌は発行されて居りません。

4．日本の地域機関誌Itロータリーの友”について
ロトータリーの公式機関誌ではありませんが、日本でもRIの承認を受け地区ガバナーの

責任に於て地域機関誌が発刊されて居ります。
日本にロータリークラブが設立されたのは1920年（T9）、公式機関誌が発刊されたの

は1911年（M44）ですのでそれから相当遅れて1953年（S28）1月に発刊されました。そ

の日的は広い意味でのロータリーインフォーメーションの普及となっています。発刊当初

3，300部であったものが、現在では月平均73，800部、1冊200円ですので1ケ月の売上げは

14，760，000円となって居ります。

4－1tt友”の編集方針

日本のロータリークラブ21地区の地域雑誌として国内のロータリークラブ及び会員の活

動状況の紹介と相互の親睦をはかり、又内外のロータリー情報を掲載することによってロ
ークリ⊥精神の普及とロータリー活動の発展の一助となる様編集されて居ります。

4－2　tt友’’の記事内容
tt友”については、月刊誌として毎月皆さんのお手許に届いて居りますので詳細な説明は

必要ありませんが、主要記事を分類してみますと

（1）巻頭記事‥・・‥ロータリー情報を目的とするロータリー記事に即した解説・対談・座談

会記事

（2）ロータリアン誌予告・…‥公式機関誌記事の同時掲載

（3）ロータリアン誌要約……公式琉問詰より主要記事の掲載

（4）ロータリー問答・用語解説……ロータリー情報に関する質疑応答

その他tt巻頭論文”tt友愛の広場’‥t卓話の泉”等があります。

4－3　ロー一夕リーの友雑論

硬い話ばかりでは面白くありませんのでtl友”の裏側を少々のぞいてみたいと思います。

（1）月間発行部数
50年7月～12月まで6ケ月間の発行部数は439，800部、月平均73，800部となって居ます。

（2）単価の変化
S28年1月～S28年12月　（期間1年）　50円

S29年1月～S37年12月　（期間9年）100円

S38年1月～S49年12月　（期間12年）110円

S50年1月～　　　　　　　　　　　　　200円

当初の発行部数に比べ部数で約22倍、単価で4倍になっていることが判ります。

（3）tt友”の広告料
tt友”には多くの広告の頁がありますが、比の広告料を頭に入れて此の頁を見るのも面
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白いと思いましたので調べてみました。

表　　　紙（オフセット4色）1頁　400，000

本　　文（オフセット4色）1頁　35D，000

グ　ラ　ビ　ア

本文記事
1頁150，000

1頁100，000

塊頁　52，000 塊頁　35，000
となって居ます。

1975年11月号に於ける広告代金は

400千円　×　2　＝800

350　　　×　6　コ　210

150　　　×　5　＝　750

100　　　×　3　＝　300

52　　　×　6　＝　312

35　　　×　3　三二105

その他計　2，500，000

5・雑誌及び雑誌週間についての質疑応答

手許にある雑誌委員会・雑誌週間参考資料の巻末に二、三の興味ある質疑応答記事があ
りましたので紹介しておきます。

Q：雑誌委員会が会報委員会と兼務しているクラブが数多くあると聞くが、どの様な活動を
しているか。

A：昭和49年2月調査した雑誌と会報兼務クラブは次の通りである。（当時20地区）

調査対象は8地区507RC（全体の40％）中83RC（60％）が兼務していた。

兼務の理由は会報委員会が細則に明文化されていないので同じ様な性格を持った両委員会
を一緒にしたものと思う。

Q：雑誌週間はロータリアン誌創刊（1911年1月）を記念してそれをP・Rする様にR・Ⅰが

決めた週間と思うが、この週間がtt友”のP・R週間である様な印象を受けるが、その理由

は、

A：tt友”はロータリアン誌と共に、、ロータリー情報を充分果していると信じている。日本

でt友”は約7万、ロータリアン誌は約8千、そこでこの週間はtt友’’の週間とも云えよう。
tt友”をP．Rすることはロータリー情報上より効果的と云える。然しながら　ロー－クリアン

誌についても忘れてはならない。

Q：THE ROTARIANの日本語版を発行しないか。

A：oTHE ROTARIANは日本で約8千部売れている。日本語版が出来た場合、英語版の

売れ行きが危ぶまれる。
0米国の記事が主体の此の雑誌が日本で歓迎されるかどうか。

0日本語版を出すともう一度版権問題が生ずる。
。THE ROTARIANの日本語版が出来た場合tt友”と販売競争になる。

0その他会員の皆さんはこの質疑応答について如何お考えでしょうか。

出　　席　　報　　告

副毒吉幣習慣誓、表装禦）看威警汚さ駕崇賢鷲蒜
57％l老圧正）君、高橋（艮）君、佐藤（宇）君、津田君、鷲田（克）君

回出席率70．00％lメアl風聞君一東京南RC　笹原君一仙台RC　阿部（公）、安藤君

席順報警9。ぷ針持．‘訂馨深雷濾讐芸孟宗語義鵠警三軍盟諾恩
；和嶋茂男君一酒田東RC　　加藤　広君

ビジター巳菅原鉄三郎君一温海RC　　　阿部正男君
；池田好雄君一一立川RC　　　阿宗健一郎君

鶴岡西RC

＼ヽ＿ノ

項
出
出
前
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一
出
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日
の
一
前
回
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髄岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

例会場　鶏同市本町二丁目　かさごや
例会日　厚遇火曜日　午后12・，30′）1・30

事務局　鶴岡市民瘍配／一横間商工套番蘇歯、ノ電0235（2215775

傘長＿佐　意　思　　幹芋、宮野（、〉／勲

％点　鐘～一／

⑳君ケ代、烏巨－

珍ビジタ声オスト紹介

㊥会員・奥様誕生祝（親睦委員）

％月間隼開田庸表萄（出

珍会長報告／

仕野理想）

／

レ‾二

、＼－J／

青年海外協力琴森元真金募集．の映寧会「アサジ右音声≠」上映について
協力依頼あり15，000円の協力をするこ一とに決定

率鮫島志芽太先生（鹿児島人事委貞義）2月18日第2中学校訪問のため釆鶴

（羽越2号14等40分着）市役所、児童博衝館見学後月山荘にて講演会（5時）
及び歓迎会（6時）会費3，000円

⑳ロータリー財団寄付1700％達成

㊨職業分類委員会より
充填未充填職業分類表発行さる充足に一層の協力を

⑳鶴岡西RC土井秀夫君死亡、御冥福を祈る

珍幹事報告
⑪鶴岡西RC　2月13日タラ汁会　午後6時　湯田川、七内旅館　登録料5，000円

⑳酒田RC　　2月4日12時　職場見学会　酒田電信電話局

珍会員スピーチ　　三井　徹君（後述）

％出席報告

％点　　鐘

TO】ⅨGNIFY THE HUMArl BEm　人間に威信を．′
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会員スピーチ

インターアクト米国親善研修旅行を終えて

三　井　　　徹　君（旅行団団長）

1月4日羽田を出発しまして、11日に又、羽酎こ帰って釆ました。この日程で多年懸案であ
りました、インターアクト海外研修旅行に行って釆ました。
私は団長と言うことで行って参りましたが総勢15名です。もう訓練されている人達ばかりで

すから何も問題がなくて、一同無事帰って参りました。
向うに行って参りまして、この人達の喜び、感激と言うものを見まして、非常に素暗しい企

画であったと、しみじみ感じさせられて居ります。それには又、昨年からいろいろ向うと折衝
して頂いた方々、昨年行って頂いた方々の地均と言うか、いい例を残して頂いた事もあります
し、受入れ側の周到な準備、行く前も数回の連絡がありまして、向うのスケジュール、集会の
プログラムと言うものまで皆送って貰って準備して頂いた様に、非常に周到な準備のもとに、

快よく迎えて頂いたという事が非常に印象的でした。
－ここに行って参りました斎藤稔君が、たまたま礼状を呉れましたので、行って来た人達の気

lJ・、

を表わしたいと存じます。
「私としても今回の研修旅行は、本当に勉強になりました。アメリカのインターアクトのメ
バーとも深く友達になったし、これからの活動に取入れ、唯行って来たんだと云う形で終る

でなく、これからが最も大切なんだと云う気持で、親しくなった彼等と文通等で、もっとも
と深く国際理解を深めたいと思います」と、この様に書いて来て居ります。向うで旅行の終
に集会をしたのですが、皆んなが皆、今後これを如何に発展させて行くか考えて居る様で

す。この様に非常に大切な皆さんの予算を使って行って釆ましたが、非常に効果があった、予
憩以上の成果があったと思って屠り、御礼と敬意を表したいと思います。、

いろいろ向うから頂いて来たものがありますので、百聞は一見にしかずで、見て頂きたいと

存じます。これが、サン・パルデーノクラブのバナーです。ここに書いてあるのは、インデア
ンの矢尻です。（バナーの図案）
サン・パルデーノほ、カリフォルニアの南の方です。ここに丁度、現ガバナーの名刺があり

ますが、サン・パルデーノの風景の写真があります。これに533地区の印が書いてあり、仲々
おもしろいので御覧下さい。
インデアンが、住んで居りまして比較的自然に恵まれて居った所だと思います。あの辺は

我々良い所だと思って居りましたが、全く雨が降らないで砂漠に近い様な所でした。インデア
ンが住んで居る所は、丁度温泉が出る様な所で周りに小高い山があり、その山に矢尻の印がつ
いてあるのが遠くから見られ、そこにインデアンが住んで居るそんな所です。カリフォルニア

は、非常に気候の良い所ですが、田舎に行って見ますと山は枯れた山、完成しない田は、枯草
のみと云う様な不毛の地に近いものであったのですが、ここにフーバーダムから、水を引いて

来て肥沃な農地にし農業をやって居るのですが、非常に感心して参りました。
丁度、アメリカは建国200年でありまして、その為にも我々非常に歓待された様です。頂い

たものを紹介しますと、ガバナーから貰ったネクタイで、これにも矢尻が使ってあります。サ
ン・パルデーノの市役所で皆んなに呉れた200年記念のメダル、そして市の鍵のミニチアは、

市長がインターアクトの学生一人々々と撞手し、しっかり頑張れと渡したものです。彼等は感　＼、〉
激して日をしぼたいていた様でした。

アルバムを御覧下さい。又、ロスアンゼルスの羅府新報（アメリカで一番大きい邦字新聞）
の日本人記者が来て、インタビューをし掲載して呉れました。5万部位発行されアメリカ全国
に行っているそうです。その他サン・パルデーノの市の状勢を書いた資料、280年記念のカレ
ンダー、更に市役所からカレンダー及びコップが全員に渡されました。

次に、旅行の概要を申し述べますと、最初にまず、サンフランシスコに参りまして、ここで
時差で少しぼけますので少し休みまして、昼食を「漁夫の波止場」で蟹料理を食べました。蟹
が沢山獲れますので、おいしく食べました。
旅行中無事故でしたが、唯一のハプニングと云いますとサンフランシスコ、ドレークホテル

で夜遅く妙齢の婦人が、インターアクト会員の部屋や先生の部屋などをノックして釆ましてド
アを開けた。一同大いに驚いたのが、ハプニングと云える唯一の出来事でした。それ以外は事

故、ノ、プニソグは一つもありませんでした。
サンフランシスコは古い港町で名所としてほ金門公園、ケネディ公園、金門橋を見たり古い

ケーブルカーがありましてこれは、観光用にとってあるのだそうで料金は、25セントで乗った
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り降りたり飛び乗ったり楽しんだ様です。サンフランシスコは2泊でしたが、翌日カリフォル
ニア大学に参りました。ここは、バークレーと云う所で、サンフランシスコの街から非常に新

しい地下鉄、無人操作の地下鉄に乗って、バートと云うのですがこれに乗ってカリフォルニア

大学の本部を見学して釆ました。丁度ここに、昨年インターアクーの研修旅行の添乗員をして
下さった富士海外KKの小川さんと云う万が今年は、カリフォルニア大学並びにイリノイ大学
に日本史の講座を持ち更に、日本人の英語教育を行う機関の主幹として活躍している同氏に逢
って、種々の説明を受け大変参考になりました。

カリフォルニア大学は、バークレーが本部であと数ヶ所に有り学生が3万人位居る学生街で

す。ノーベル賞授賞者を13人も出していると云う誇り高い大学であります。そして、入学する
には非常にやさしい処ですが卒業するのは非常に難しく70％位しか卒業出来ないそうです。非
常に広い購買部があって、学生が運営しているがこれはある程度の成績を取らないとそこで働
けないそうです。

サンフランシスコを発って、ロスアンゼルスに釆ましたが、その空港に533地区の現ガバナ
ー、それに直前ガ／てナ一、クラブのインターアクト委員長、地区のインターアクト委員長、そ

れに阿部米→氏（歯科医でこの方が全部御世話をして呉れた）これらの方々が出迎えて下さい
－ノ　ました。現ガバナー、直前ガバナーは夫妻で迎えてくださいました。

これらの方々の串に分乗して市内を見学しましたが、パーマースマーケットで昼食をとりま

したが、そこには沢山小さな店があって、ガバナー達が種々の物を持って来て気軽に私達にサ
ービスして呉れました。それからメキシコ街と云う所に行ったりしましてホテルに入りまし

た。夕食は、ロータリアンだけで、日本料理の「川福」と云う所で御馳走になったのですが、
ここは非常に大きな所で、2階、3階に庭園がありその両側に部屋があると云う様な大きな店
でした。その晩ホテルに、ポールパーマーさん御夫妻が尋ねて来られまして、ゆっくり話をす
る機会を得ました。
翌朝又、前日の方々が迎えに来て呉れましてサン・パルデーノに参りました。到着しまして

すぐ市役所に参りました。市長さんが出迎えて呉れましたが、西部劇の開拓の農家から出て来
たみたいな感じの、実直そうな人でした。我々と挨拶したり、市長からのメッセージを手渡し
たりしましたが、驚いたのは、大人より、子供の方に顔を向けまして、先にも話しました様に
一人一人と握手をして鍵を渡したり、非常に感心させられました。

市役所の自慢にして見せて呉れたのは、資料室といいますか、いろんな市の状勢を図面に書
いたものや、ベークライトに書いたものが、約2湘占位の部屋一面に貼ってあり、それが、取り

外しが出来る様になって屠り、問題が生ずると、それとこれを重ねて見ると、どうなると云う
工合のものが沢山出来て居りました。それらは市役所内部の著が作ったのではなく、外部の専
門家が作った物で、これが御自慢の様で、我々もなるほどこれならば、良く判るのではないか
と感じました。

次に、近くのカーホン高等学校と云う農業学校に参りました。ここの食堂で昼食をとりまし
たが、食堂はコックさんじ外は、全て生徒がやって居り、生徒がよくサービスをして呉れまし
た。食堂を出ますと、一人の生徒がttハーイ”と云って寄って来て、上衣を脱いでお互いに上
衣を交換して着て記念写真を撮り歓迎の意を表わして呉れました。始めは少し驚きましたが、
非常に気持の良いものでした。次に、パシフイクハイスクール、ここは普通の高校でした。こ

＼～一〆　　こを訪問しましたら、コーラスグループがとてもきれいなコーラスで歓迎して呉れました。そ

れから阿部先生宅に参り御世話になったのです。その晩は、ロータリー関係、インターアクト
関係とミニカン77ランス・デナーと云う集会ありまして出席のロータリアンは殆ど御夫妻で
ありました。関係者以外のロータリアンも30名位出席して居りました。それにインターアクト
の生徒80呂位が出席し会場は満員で、非常に和やかに、大人と子供が溶けあい和気あいあいの
会合で、こちらの生徒も先生もスピーチをしたり、私も挨拶を少しし、和やかに食事をしなが
ら、手品等が出たり楽しい一時を過ごしました。

この様な学校を見て感じますのは学校の中でのインターアクトの地位は、本当に自然に全校

生徒と溶け合っている感じで、生徒会の中のクラブに入るとか同好会に入るとか、その様な区
別は全然問題にならないで種々のクラブに入っている人でも、インターアクトの会合には出席
するし、会員以外の人も集会がありますと出てくる様で非常に良く溶けあって居りました。勿
論運営といったものも上手でありインターアクトガバナーと云う様な役目のサックスと云うの
は、こちらが行く前にスケジュールプログラムを送って呉れましたが、我々が向うに行ってみ
ましても、非常に細かく気を使って学校内でも良き関係を作って、上手にやって居る様です。ましても、非常
デーズニーラン ドに行くにも中にェバーソフトを入れる座布団をくれまして、これはどこでも
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座れるのだ、野球を見る時等に使用するのだそうですが、こんなものを全員にくれ高校生のや
り方にしては非常に慣れて上手にやって呉れます。こちらの学生達も我々の予想以上に英語が
話せますし、打ち溶けで愉快にやって居る様に見えました。

サン・パルデーノに着いた翌日は一日ゆっくり朝からデーズニーランドに行きましたムあち

らの方々の案内で一目楽しんだ訳ですが、サン・パルデーノほその様に非常に便利な所です。
デーズニーランドは勿論、天皇陛下が御覧になった200年記念のパレード、あれが今呼び物に
なって居ります。時代祭りみたいな各時代の開拓の年度にしたがって種々のものが出て来ま
す。非常に面白く見られました。今、もっとも大人が面白いのは開拓の歴史を映画で見せて呉
れますが非常に大きな周囲全体がスクリーンになって居り、それに写しますと我々が本当にそ
の中に居る様な感じ、乗物に乗って居て自分が走って居る様な感じになります。そういう映画
をやって居りまして、すごい迫力で今呼び物になって居ります。デーズニーランドで一日楽し
んで帰りましてその夜は各々御世話になった家々2、3軒一緒になって夕食会をした様です。
生徒も適宜葬って楽しんで居った様です。こんな状況でサン・パルデーノに2晩過ごして非常
に楽しいと云う一語に尽きるのではないかと云う感じでした。本当に不愉快な思いは誰一人持
ってないと思いますし、寧ろ楽しい感謝の気持で一杯であったと思います。

1月9日サン・パルデーノを発ちまして、ハワイ、ホノルルに寄りここで一休みして参りま
した。サン・パルデーノは人口10万位の田園的な都市で静かないい所です。殊に現在のロスア
ンゼルスになると極めて騒々しくなりますし現ロスアソゼルスの市長は黒人ですので街の中は

黒人が一杯で白人は外に出て居る状態だそうです。どうしても黒人の力が強いとのことです。
サン・パルデーノは、そう黒人も居りませんし、オレンジの産地、鉄鋼会社の小さいのがある

位で非常に静かな落ち着いた良い街です。
今後向うともお話しをして来ましたが生徒及び先生と話したのですが何んとかあの様な所と

親善関係を結び、行ったり釆たりしたいと云う希望を持って来た訳です。向うの地区委員長の
奥さんから2、3日前に手紙が届きまして自分達も日本に行きたいし又、是非来て欲しいと云
う様な便りでした。この奥さんはアメリカン・ヒールドサービスと云う高校生を世界的にお世
話をして国際親善に寄与して行こうとする団体のあの地区の今年は会長になっているのだと云
ってるそうです。その様に向うでも熱心に活動をやって居りますし、今後ああいう所と地理的
にも非常に宜敷いので今後関係を結んで行きたいと思って居ります。
行って見ますと百聞は一見にしかずと申しますが直接ぶつかり肌で感じて参りますと国際理

解、親善と云う事は本当に、この様な機会がないと出来ないのだと痛感しました。断片的な話
になりましたが、その様な成果を挙げて参った様な感じで居りますので、今後益々宜敷くお願
いしたいと存じます。

⑪会員誕生　　早坂徳治君、斎藤得四郎君、笹原桂一君、谷口暗敏君、内山喜一君

命奥様誕生　　半田節様、海真幸子株、小野寺桃枝様、佐藤鷹子様

㊨年間皆出席　7年間皆出席　三井健君
3年間　ク　　吉野勲君、中野清吾君、佐藤衛君、菅健君、佐藤友吉君
1年間　ク　中野重次郎君

命1月125％出席　2名　阿部公一君、張紹淵君

命1月100％出席53名

出　　席　　報　　告

本日の出席

矧欠席者儲琵琶語嘉驚藁環藍軍
前回の出席

斎藤（信）君一束京城北RC
新穂君一酒田RC　五十嵐（伊）君、黒谷君、
三井（健）君、佐藤（衛）君、鷲田（幸）君、菅原
（啓）君、清水君、山本君一鶴岡西RC

ビ　ジ・ク　ー
奥村知介君一習志野RC　半田茂弥君
滝禅源君一立川RC　　　中沢秀雄君

菅原松雄君
鶴岡西RC

＼－－■一／
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鶴岡ロータリークラブ　創立昭弘6・9　承認昭34・6・27　353地区
例会場　錦岡市本町二丁目　ひさごや
例会日　毎過火曜日　午后12．30′｝1．30

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電0235く2215775
会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　勲

㊨点　　鐘

％ロータリーソング（我等の生業）

％ビジターゲスト紹介

P一一クーアクトクラゾ　大中君

阿部清三先生（鶴岡工業高校）

㊥会長報告

⑪台中表敬訪問スケジュール他説明

⑳訪問時メッセージ披露（後述）

⑳鶴岡RC20周年記念式典に招待状を伝達したい

㊨幹事報告

㊥酒田東RC　2月26日　クラブ協議会開催の為、

2月26日午後5時30分　御国別館に変更

㊥新会員予定者の氏名発表

％阿部清三氏スピーチ（後述）

（インターアクト米国研修旅行随行員、鶴岡工業高校英語教師）

％　ローターアクト大中君挨拶

㊥老人ホーム（ともえ荘）白鳥の餌付案の計画と細部説明及び協力依頼

多委員会報告　　張　君

⑬予定新入会員に関して説明

％出席報告

㊥点　　鐘

7O】ⅨGNIFY THE HuMArl BEI G　人間に威信を．′
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台中表敬訪問に際してのメッセージ

祝　　詞

本日薮に貴台中港区扶輪社と我が鶴岡ロータリークラブとの姉妹盟約1周年の記念式典を挙
行せらるるに当り、御丁重なる御招待をいただき一行10数名が表敬訪問出来ましたことは誠に

有難く且、光栄に存じ一同の感激これに過ぐるものは御座いません。
かえりみれば一昨年来両社友の交流やメッセージの交換、社友相互の文通等日々に親交は深

まり海を隔てた蓮かなる距離やその国情、気供、風土、風俗、習慣、文化、産業等大きな相違
のあるに拘らず何の障碍もなく寧ろそれ等の相違が日を追って相互理解となり好意と友情は益
々深まり一歳ならずして誠にスムースに昨年3月8日姉妹クラブ盟友の契りを結ぶに至り、そ

の式典には数名の会員が参列し大変な御歓待を受け、4月には遠路造々現社長呉先生を始め4

名の社友の御来訪をいただき全会員親しく交歓出来ましたことは今にさめやらぬ感激で御座い
ます。
それから早や一年本日鼓に姉妹盟約1周年記念式を挙行せらるるに当り百年の知己を訪ねる

喜びで大挙表敬訪問いたした次第で御座います。勿論全会員が等しく訪問を希望しておりまし
たが、御高承の通り目下我が国は経済その他万般に激動の時機におりましてその意の叶わなか
った会員の多くおったことを残念に存じております。

しかし今回の表敬訪問は独り当クラブの喜びのみならず当市並びに当353地区全体の同慶を

得ておりますことは市長並びにガバナー、バストガバナー会員の御挨拶によっても御承知いた
だけることと存じます。ロータリアン同志の交友が時ならずして斯くも広く大きく且つ深く友

愛同慶の輪となって拡まることは今更乍らロータリーの偉大さに感銘を新たにすると共に之を

通じて現在ある我が国の救国の主とも尊敬する故滞総統閣下の「以徳報怨」の筆舌に尽し難い

終生忘れ得ない大恩義に報ゆる一斑にもなることと深く心に銘じ、今後益々姉妹盟約書に明記
した目的即ち「日華両国の親睦と相互理解を促進しもって世界平和とロータリー精神の増進に

寄与」すべく決意を新たにしておるものでございます。
この意義深い記念式に当り今後共一層の御親交を賜り相互に益々盟約の実を挙げその日的達

成に努力しようではありませんか。

終りに斯くも盛大な記念式典を挙行せられ大勢の私共を御歓待下さいました貴社並びに社友
と御家族皆様に一同を代表しむからなる感謝を申し上げると共に貴国並びに貴社の益々の御発

展と各位の御健勝と御多幸をお祈りいたし御挨拶といたします。

昭和51年2月16日

鶴岡ロータリークラブ

会　長　佐　　藤
台中港区扶論杜

社　長　呉　　　金　生　殿

アメリカ東海岸を旅して　　　　鶴岡工業高校　阿部清三先生

今日も又御招待にあずかりまして誠に有難う御座居ました。出発する前にこの昼食会におま
ねき頂きまして一応スケジュールを御説明して出発したのですが、往復の日程については先程
お話ありましたインターアクトクラブの訪米研修団と同じ日程で御座居ました。

鶴岡を1月3日に発ちまして、東京1月4日、サンフランシスコ着が現地で1月4日であり
ました。私はそこからインターアクトメンバーと行動を別に致しましてアメリカの国内航空の
TWAという飛行機に乗りまして、サンフランシスコを発ちましたのが丁度12時でした。

皆さん御承知の様にアメリカはあの様に大きな国ですから、しかも縦横に広いですから時差
があります。アメリカ大陸をジェット機で横断するのに（ジェット機の大きさはDC8位の大
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ききです）5時間かかります。（サンフランシスコ西海岸からニューヨークの東海岸迄）アメ
リカはこの様に大きいのでアメリカの国内でそれぞれ時間帯、時差の時間帯があります。タイ
ムデフアランスゾーンというのですがその時差帯がアメリカには4つあります。東海岸時間、

西海岸時間、中央時間、山岳地帯時間と4つのゾーンにわかれて居ります。西と東、サンフラ
ンシスコと二つ」・．ヨークとの時差は3時間あります。先宥申した様にサンフランシスコを12時

に発ったのですがニコL・一一ヨークについたのは何時と思いますか。5時間かかったのですが向う
へ着いたのは夜の8時になるわけです。

今回の私の訪米は出発前に申した様に、特に小花先生から御尽力あったものと思いますが市
長さんのメッセージを持って参りました。つまり鶴岡と姉妹都市であるニューブランドウィヅ
クの方に行った訳です。2番目の目的は姉妹クラブであるここL・一一ブランドウィックのクラブと

親交を深めること、3番目に昨年度1年間お世話になったバーバラクレーマーという女子高校
生とあって事後指導、アフタケアーというか、それが目的でした。あと私はあちこちに友人が
居りますが特に3年程前にRCの例会に出席させて頂きました。私の旧友であるミスターポー
ルパーマーの家ロスアンゼルスの近くのロングビーチに行ってくるのが4番目の目的でありま

した。そんな次第でニューヨークに着いたわけですが′しリベラを中心としてお母さん、お姉さ－′　　ん3人がニューヨークのケネディェアポートというのだと思いますが、そこで私を迎えに来て

呉れました。私を見るとバーバラは大きな声で「おじさん」と日本語で声をかけてくれまし
た。非常に懐かしいというのか嬉しいというのか、毎度のことですが人と人のつき合いを温か

く感じました。

皆さんよく御存知と思いますが、ニューヨークは非常に寒い処で経度からいうと北海道と大
体同じだと思いますが、温度は日中の気温がマイナス10度前後です。ただし空は真青に澄んで
居り雪はあんまりありません。それで夜8時バー／ミラのお母さんの運転する辛でバーバラの住
んで居るニュープロプデソスという町ですが、大体時速70キロで約1時間で到着しました。次
の日早速バーバラのお姉さんがコーネル大学というニューヨークにある学校で非常に有名な学

校です。しかも彼女はコーネル大学の物理工学科のコースを勉んで居り、あとでロータリーの
方に聞いたのですが、このコースに入る女子学生は非常にめずらしい位の難しいコースだそう
です。そこは今休みだというので私達の世話をして呉れました。

早速次の日に市長およびロータリークラブの方に逢う為に出掛けました。前の晩に向うのク
ラブのミスターウェルスンキンクという方に（今迄3回位連絡して居りました方で三井先生も
よく御存知の方です）電話をして居りましたので市長が不在という事を知って居りましたが、
滞在中不在で残念乍ら逢えないとの事で代理の方と逢いました。ロータリーの方も14、5人出
席されました。市のオフィシャルの方々が5人程出席されました。鶴岡市長さん、佐藤会長さ
んのメッセージを渡しましたが、これは日本文ですが日本語で朗読するのが正しいと考え日本
語で読みました。その間全員微動だにせずに聞いてくれました。その点儀式の好きなアメリカ
人だなといった感じでしたが、立派だと思います。そのあとで自分で訳したものを読み上げま
した。彼等は非常に遠来の客を歓待してくれましてメヅセージを有難うと喜んでくれました。
小池さんを通じてこちらのバナー等を持参したのですがそれを渡しプレゼソトとして依頼され
た御殿まり、日本調のカレンダー等を渡しました。むこうからもバナーを頂いて参りました。
その後会食がありましたが、その中で先程のミスターウイルスソキングさんとロータリーの地
区の交換学生委員長のお2人が中心となって懇談しました。

今回皆様のお蔭で2人の学生（いずれも私の学校から出ているのですが）伊藤君と斎藤君が
行っているわけですが、伊藤はコニチカット、斎藤はオハイオに行っているわけですが、最初
はバーバラの関係でニューブランドウィック地区に行く予定でしたが、むこうの返事がおくれ
た関係で結果的に行けなくなった訳ですが彼等は開口一番非常に申し訳けないことをした、帰
ったらクラブの皆さんによくお詫びをしてくれと強く言われました。私は気にしないでくれと
いう様に話しましたが非常に恐縮して屠りました。特にウイルスンさんは私にその時こんなジ
ョークを言いました。実はウイルスソキングさんは安藤さんが一生懸命されて居りますボーイ
スカウトの仕事をしている方で、世界のボーイスカウトの本部が二。＿・－ブランドウィックにあ

りますが、そこの本部の仕事をしている方です。それで私はボーイスカウトの仕事をして居り
ながら約束を破る様な事をリーダーとして交換学生の受入れを破る様な事をしたのは非常に残
念である云々と恐縮して居りました。

こんな状況で青少年の交換について言及して行ったのですが向うとしてはやはり姉妹都市、

姉妹クラブである鶴岡からの受入れについては善意をもってやるし、やはり若い青少年の交流
がロー一夕リーの精神の近道でないかと言って居ります。そして申込があればいつでも受入れる
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体制は出来ているとの事です。向こうからの受入れについては出発前お聞きした通りを伝えて
釆ました。今後文通等で具体化して行くことにして来ました。

向うではバーバラを受入れて頂きながら今回受入れ出来なかったことを重ねて恐縮して居り
ました。バーバラは日本から帰ってロークリー他、種々の集会に（教会を中心にしたりいろい
ろある）招待され色々話をした様です。バーバラの話もよかったせいかもしれませんが1年間
の生活について非常な感銘を与えた様でした。この様な事を話してくれました。
バーバラの家庭は米国の中の下という位の家庭ですが非常に温かい家庭でした。バーバラが

皆さんに良い娘だといわれたのもこの様な明るい家庭の影響かと思われました。教育成長にそ
の影響が強く出たものと思います。非常に感心して参りました。

伊藤君、斎藤君と逢いたいと思ったのですが伊藤君とバーパフの処は長距離バスそれも80キ
ロ位で走るのですがそれで4時間位かかる処です。残念ながら逢えませんでした。それは着い

たのが4日で5日から学校が始まる為です。電話で連絡したのですがその様な訳で諦め電話で
伊藤君と話をしました。非常に元気に暮して居る様でした。バーノミ予め家族の居る処で話をす
るのですから日本語だけでは失礼と思い、最初に日本語で話すか、英語で話すかききました処
どちらでもいいという事で英語で話しましたが、約半年の米国の生活ではありますが若い者の
語学の進歩の早さに驚かされました。日常の会話はほとんど不敵を感じないのではないかと思
われます。非常に元気であることをお伝えします。
次に斎藤君ですが残念乍ら電話番号が解らず連絡出来ませんでした。不思議に思われるでし

ょうが住所が判っているので交換に聞くのですがありませんという返事が返って来ます。ロー
タリーの方の家に電話が無いとは考えられませんが米国では無理に電話帳にのせることをしな
い様です。その様な事で連絡出来ませんでした。伊藤君の電話も日本で調べた時はありません
でした。
前にも述べました様に今回の目的である姉妹都市の姉妹クラブの皆さんに逢って感じました

事は、広い意味で国際交流をして行かねばならないのだと思うと同時に地球の裏側に行って温
い歓迎を受けられるのもこの様なロータリーの組織なり国際軍な組織なりが如何に大事かとい
うことをつくづく感じて来た次第です。どうも大変有難う御座居ました。

㊥新会員の推薦に関する氏名発表

迎　田　　　稔　君　　　迎田歯科医院長

角　田　　　博　君　　鶴岡電報電話局長

出　　席　　報　　告

朗の出席i芸孟芸　三3芸
用出　席　率68．57％

前回出席率78．57％

前回の出席．修正出席数　　64名

奏確定出席率91．43％

ビ　ジタ・－

半田君、五十嵐（
君、上林君
君、小松君、

「ブイ一「」イ（（

友）君、新穂君
正）君、佐藤（≡

山本君一勝山RC　石黒君一山形南RC

笹原君一一仙台RC

阿部（嚢）君、五十嵐（伊）君、小松君、中野

（清）君、高橋（良）君、清水君一鶴岡西RC

羽根田正吉君、加藤広君一鶴岡西RC　仁平源三郎君一温海RC
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鵠岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34・6・27　353地区

列会場　鶴岡市本田丁二丁目　ひさごや
例会日　毎過りく曜日　午后12．30′～1．30

事務局　鶴岡市馬場田丁　笹島岡商工会議所内　電0235（22）5775

会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　勲

珍点　　鐘

％ロータリーソング（それでこそロータリー）

珍ビジターゲスト紹介

⑳会長報告（前会長鈴木善作君代理）

⑳3月13日PM10時鳥海にて佐藤会長を団長とした一行18名、台中港RC

結翠1一周年記念式に表敬訪問のため出席

⑳山形RC創立会長地区PG安斎徹氏の葬儀参列のため早坂PG、

小花君、三井徹氏奥さんが列席されました。

％安斎氏の死去に対し御冥福を祈り黙蒔

⑳幹事報告一吉野幹事

⑳立川RC2月26日（木）pM3：30に時間変更、小国RC3月3日より

毎週水曜日PM12：30に変更例会場レストランサンライズ

⑳ニュープランズウィックよりメッセージ（新穂君意訳）（後述）

％会員スピーチ斎藤信義君（後述）

％出席報告

㊨点　　鐘

¶）D氾NFY THE HUMArl BEJTIG　人間に威信を．′
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高等教育の諸問題

－特にその在り方について－

鶴岡工業高等専門学校

校長　斎　　藤　　信　　義

1・わが国はこれまで、大学、短大、高等専門学校の3種をもって高等教育機関としてあつか

っていました。ところが、高校進学率は90％台に入り、大学進学率は、年々増加し、50年度

では、18才人口の38・3％に達しました。しかも49年度の経済成長率が実質で0・5％の状況に

あって、今後は安定成長が続くものと予想され、国や地方公共団体の財政事情も厳しい状況

の下にあります。それにもかかわらず、高等教育への国民の需要が衰えるとは思われません

したがって、これまでのような無原則な量的拡大には問題がありまして、長期的展望の下に

高等教育計画を策定する必要に迫まられてきました。

文部省は、高等教育懇談会（座長茅誠司氏）を設けて、将来の高等教育の計画的整備、改
’草の調査を進めてきました。そして、昭和50年12月16日に、同懇談会の高等教育計画部会が

取りまとめた中間報告を発表しました。

これによりますと、先ず、今日のわが国の高等教育の規模は、大学、高専、大学通信教育

専門学校等－（高校卒の入学する各種学校を一定の基準に従って、高等教育機間に組み入れ

るように法律を改正した）－これらを含めますと、進学者において、18歳人口の約50％に

達しております。今後このような高等教育の広がり全体を通じて、国民や社会の高等教育に

対する多様な需要に対して、柔軟に対応していくことが重要な課題であると指摘しています

つぎに、計画の目標年度を61年度とし、前期（51～55）後期（56～61）とに分けて、前期

の間は、特に今後の発展の基盤整備を図ることに重点をおいています。

前期計画の主な柱となっているのはおおよそつぎの通りであります。

①　量的拡大に歯止めをかけ、従来年平均2万7千人であった大学等への入学者増を、55年

の5年間では3万2千人増にとどめること。

②　医師等、計画的に養成を必要とするものは整備を図ること。

③　地方の国立大学の整備充実に力を入れること。

④　私学の質的充実を図り、特に1・79倍という水増しを押え、定員超過の現状を1．5倍以内

に是正すること。

⑤　社会の多様な要請にこたえるために、短期大学等を充実させること。

⑥　ブロック別に大学等の計画整備を考え、大都市における新増設は原則として認めないも

のとすること。

以上のような事項が主なものとなっています。後期の計画の具体性は示されていませんが

方針としては、前期の実績や社会事情の変化の推移を見定めながら、高等教育の質的充実に

留意して、改めて計画の策定を考えるとしていますが、高等教育全体の構造を、積極的に柔

軟化し、流動化していく方向となっているようであります。
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ここで柔軟化、流動化といいますのは、たとえば．つぎのような仕組みと考えています○

大学内の単位修得の相そ乗入れであるとか、（東大と東工大、等実施しています）。

放送大学の創設、通信制と夜間制又は昼間制との組合せを考える。異った種別の学校への偏

入学を認めること。などであります。

高等専門学校では、いろいろ制度的にも進められています。工業高校卒の4年次への偏入

高専卒の大学3年次への偏入（東大、北大、東工大その他国立で20数校への偏人が認められ

ている。また、高専を卒業してから入学する技術系の大学修士課程レベルの技術科学大学が

51年度に創設されることになります。

このような政策を高等教育全体の中で構想しようとするものです。

2．中間報告は、これまでの文教政策に見られなかった発想の転換をしているようであります

本文には明確に表明していませんが、その背景や考え方についてふれる必要があると思いま

す。

中間報告では、61年度までの大学等の進学率を40％に押えるといっています。しかし、ア

メリカは60％台に入りつつあります。このように量的に大きくなりますと、これまでのよう

に大学とはェリート教育であるとは言えなくなります。

カリフォルニア大学の、トロ一教授（M・Trow）は、高等教育の普及の段階について、つ

ぎの3つに分けています。

（］）エリート高等教育の段階。

在学率が同一年齢層の約15％まで。

（2）大衆高等教育の段階。

在学率が同一年齢層の約50％まで。

（3）普通高等教育の段階。

在学率が同一年齢層の約50％を超える。

このような分類からすれば、わが国は既に大衆教育の段階に入っており、中間報告で言っ

ている規模として裸えますと、さらに普通教育の段階に入っているともいえます。

ここに、高等教育をどう見るかという根本問題がでてきます。事実、世界各国でも、この

ような現状においての様々な課題に取りくまざるを得ない段階に入っています。

OEnD（経済協力開発機構）では、教育を単に経済成長との関連においてとらえるだけ

でなく、教育と社会構造全般との関係を重くみて、教育制度、教育内容の両面にわたる調査

研究、情報交換を積極的に進めています。内部機関として、教育研究・草新センターを196只

年につくりました。

そして、これまでのように大学中心（4年制）の高等教育規定ではなく、広く、中等教育

後の教育（PostsecondaryedllCationポストセカンダリー教育）として捉えて将来の高等

教育の構造を検討すべきだとしています。各国共通の理解としてほ、高等教育は、これまで

の量的拡大の時代から、構造的変化の時代に入ったことを前提とした現状の認識、調査して

今後の在り方を検討しています。

わが国においても、松下幸之助氏の意見に代表されるように、大学についての様々な批判

意見、提言が国民各層から出されています。高等教育のみならず、今日のように、教育の本
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質が問われている時代はないと思います。

高等教育懇談会は、このような背景にたって、将来の高等教育のあり方を研究し、政策へ

の反映を提言しているといえます。

高等教育への進学の急増をどうとらえるか。

大学の質的充実と、学校間、地域間の格差

是正の急務。高等教育の量的拡大へどう対応するか。

職業構造、産業構造の変化にともなう人材需要の動向にどう対応するのか0

わが国の学術研究の質的水準の維持、向上の要請にどうこたえるか○

地域開発が地方文化の向上への寄与は。以上のような、様々な課題をかかえているのが、

今日の高等教育の諸問題であります。

しかし、今日のもっとも大きな混迷は、教育が、共通の目標と方向を見失って、価値観の

対立がはげしく、将来展望の見通しが明らかでないことと思われます。

高等教育の問題は、その在り方が、わが国では、入試制度にかかわってくる、特殊な事情

にあることからも、文教関係者だけや学校関係者だけのものではなく、大学とは何か。大学

は何のためか。国民みんなが考えなければならない段階にきており、みんなにかかわる問題

になってきているといっても言いすぎでないと思います。

台中港RC表敬訪問者名等

出　　席　　報　　告

本日の出席

会　員　数　　70名

出　席　数　　38名

出　席　率54・28％

阿部（裏）君、安藤君、張君、早坂（源）君、早坂
（徳）君、石黒君、板垣君、玉城君、上林君、黒谷
君、小花君、小池君、小松君、嶺岸君、三井（健）
君、三浦君、中江君、斎藤（得）君、佐藤（昇）君、
佐藤（忠）君、佐藤（順）君、佐藤（正）君、鷲田
（幸）君、笹原君、進藤君、菅原（啓）君、鈴木（弥）
君、高橋（正）君、横山君、津田君、山本君、薮田君

前回の出席

前回出席率68．57％

修正出席数　　63名

確定出席率90．00％

五十嵐（甲）君一酒田東RC
佐藤（友）君一温海RC　薮田君一仙台RC
半田君、板垣君、玉城君、風間君、今野君、小桧君
新穂君、菅原（啓）君、谷口君、富樫君、菅原（辰）
君一鶴岡西RC
小池君一外国RC

ビジター1佐藤昭吾君一温海RC　原田行雄君、小林忠康君一鶴岡西RC
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鵠岡ロー∠女リークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

例会場　笹島岡市本田丁二丁目　ひさ　ごや
例会日　雀毎週火曜日　午后12．30′）1．30

事務局　錦岡市馬湯田丁　鶴岡商工会議所内　電0235（22）5775

会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　勲

㊨点　　鐘
％ロータリーソング（それでこそロータリー）

％ビジター・ゲスト紹介

珍新入会員紹介
角田　　博君　　鶴岡電報電話局長（紹介者　海東与蔵君）
中村富昭君　　東北電気工事㈱鶴岡営業所長（紹介者　佐藤忠君）

㊥会長報告
㊥2月23日は国際ロータリー創立記念日でしたので次回例会で早坂P・Gより「ロータリ

ーの歴史」についてスピーチ予定。

⑳2月16日　台中港区姉妹クラブ盟約1周年記念式典表敬訪問団一行　その任務を終え無
事帰国（後述）

⑪会員の上林君　健康を害し荘内病院に入院療養中です。一日も早い全快を祈ります。
⑪姉妹クラブ　鹿児島西RC会員

記念講演会及び歓迎会が行われま

％幹事報告
⑫寒河江RC　クラブオーラムの為
⑫鶴岡ローターアクトクラブ

第3回353地区大会…9月4日
開会式・分科会………市青年セ
（準備の都合上3月2日（火）

鮫島先生が2月18日、鶴岡二中姉妹校訪問の為釆鶴、
した。（メッセージ後述）

例会午後5時30分より　於伊勢屋会議室

（土）～9月5日（日）
ソクー　　宿泊……羽黒国民休暇村

迄参加報告のこと）
⑪ニュープランズウィヅクよりメッセージ（後述）

＼）　％委員会報告
㊥世界社会奉仕委員会（小花委員長）

第353地区世界社会奉仕委員会では本年度地区レベルW・C・S活動として第375地区韓
国ソ～ル南R．C、後援のW．C．S計画第1ロ98号を選足し前年に引続き援助提供を決定
した。又グアテマラ震災に対する見舞金を募金するので1人500円宛願います。

㊧広報委員会（進藤委員長）
山形テレビ（U）にて台車表敬訪問放映　3月7日（日）午前11時～11時30分

鶴岡R．C訪台特別番組「友情は海を越えて」
⑳ロータリー情報委員会

諸会合に奮って参加しよう。（後述）

㊨出席報告
◆点　　鐘

TO D氾NFY THE HUMArl BEmG　人間に威信を．′
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台中港区R．C訪問記

団　長　佐　　藤　　　　忠

2月14日、台車港区姉妹クラブ盟約壱周年記念式典に参加、表敬訪問のため我々一行18名は

羽田発13：00アジア航空EG203優で台北に向う。途中空の旅は積乱雲厚く、下界はさっぱり

見えない、機上から眺めた雲海は、まばゆく輝き美しいものであった。約2時間半で台北空港
に着く。さすが南の国気温は26度との事、庄内の5月末頃の気候でしょうか、暖かかった。入

国手続を済ませ、税関係貝の検査があり丁寧なのにほ恐入った。台中港区RCへの土産品（風

呂敷）の関税納入手続き等で約1時間半位費やした。空港を出ると現地旅行社手配のバスに乗

りホテル（中春質店）に入る。夜はフーバーレストランでショーを見ながらの夕食、ビール、

招こう酒で中華料理を満腹した。

第2日（15日）は台北市内観光とショッピング、夜は張紹淵君の御親戚の方々の御招待あり

順利園にて大変な歓待に預り楽しい一夜を過させて戴き全く恐縮でした。『謝々』
第3日（16日）は台北から特急列車（台湾では火車～汽車は自動車のこと）で訪問先の台中

に向う。特急と申しても台北から台車までノンストップ直行だけ、スピードはそんなに出ませ

ん。今から電化、復線化に取りかかる段階だそうです。唯、車内ではお茶の美人服務（サービ
ス）があります。途中、車窓からの農村風景は日本の5月末頃でしょうか、菜の花の合間から

田植姿（手植）もちらほら見られました。

台車駅に着くと姉妹クラブ台中港区RC呉金生会長始め大勢の会員が歓迎幕をかかげホーム

（月台）に出迎えてくれました。ここで握手をかわし、国際交流、親善、友好の実感が湧いて
くる。一旦ホテルで昼食をとり、午後、台車市内観光と台湾十大プロジェクトの一つと云われ

る台中港の見学を実施しました。台中港は酒田港の30数倍の広大な規模のようです。秋頃には

1万屯級の船舶も入れるとか申してました。

夜は愈々、私共が目的とする台中港区RCの記念式典に参加、会場の新天地大飯店には、胡

春釆区総監代表（分区代理）始め、呉会長及び近隣クラブ会長、会員、家族の皆さんの歓迎を
受け登録を済ませました。場内壁面には鶴岡・台中港区夫々の小・中学生が交換した書画が展
示されてありました。青梅RC小峰会長以下4名が若干遅れて入場、5時点鐘開会、呉会長及
び胡分区代理の歓迎のご挨拶の後、青梅RC会長と私が夫々クラブを代表してご祝辞を申し上

げ、続いて両クラブ相互に記念品、土産品の交換、隣接クラブとのバーナーの交換があり、そ
の後は一般例会同様、幹事や委員長の報告があって最後に紀第一副社長（次期会長）の謝辞が

あり式典は終了しました。

続いて6時30分より円卓を囲んで東条余興（懇親会）を催され、和やかな雰囲気の中、台湾
・日本夫々の歌が出る等、大変な賑わい、私も乾盃攻めでいささか参りました。約2時間宴席

での相互交流があり「蛍の光」の合唱でお別れしました。

その晩は台車大飯盾（ホテル）に泊り、翌17日には一行12名が日程通り、日月澤の観光に行

き、私と安藤副団長、中江幹事及びY・T・Sの進藤、黒坂両君5名は鶴岡市長のメッセージを　ヽ′ノ
たずさえ、台中市役所に市長を訪問致しました。生憎く市長さんは別の会合で不在でしたので

助役さんと親しくお会いし、メッセージを手渡し、敬意を表して参り、これからも一層の友好

を深めるべくお願いして参りました。その後公会堂で市長さんと1分間程面接握手の時間を戴

き、隣の省立図書館を見学致しました。その間、胡分区代理（台中国室大飯店社長）及び紀副

会長（水泥・‥セメント…販売代理店社長）の御同行、御案内を願い有難く思いました。

午後は日月渾観光のみなさんと合流し、台中港区RCのみなさんのお見送りを戴き、なごり
つきない別れを惜しみ乍ら列車に乗り、発車後も人影の小さくなるまで、互いに手を振り合っ

た次第です。

安藤君と中江君ご夫妻は残り、張君は故郷の百粟RCへ三浦君同行にて別行動し、私共一行
は来る時と同じ観光特急列車で台北へ釆ました。その夜は前と同じホテルに泊り、翌18日は有

名な故宮博物館を見学し、中国文化のすぼらしさに唯々驚嘆するばかりでした。

東南アジアの旅に引続き出発される斎藤得四郎君と別れ、その任を果した私共一行は台北発
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16：35EG204優にて無事羽田に着き、急行天の川にて帰宅致しました。

最後に会員諸君の御協力と特に諸準備万端整えて下さいました国際奉仕委員会及び表敬訪問

実行委員会の皆さんに心から感謝申し上げご報告と致します。

05月2日（日）

。5月28日（金）

D10月2日（土）

。国　際　大　会

＼＼、－

下記諸会合に奮って参加しまLよう〝

ロータリー情報委員会

立川RC　　認承状伝達式

鶴岡西RC　創立10周年式典
～3日（日）

東北・北海道5地区連合地区大会（札幌市）
1976年6月13～17日　ニュー・オルリーンズ

1977年6月5～9日　サンフランシスコ

1978年5月14～18日　東京

－◇－◇－◇－◇一一◇－◇－◇－◇－◇－－◇－◇－

＜奉仕の理想＞

①　広く知己を求めて奉仕の機会を多く持つ。
（∋　各自の職業に誇りをもってその道徳的基準を高める。

③　公私の別なく奉仕の理想を実行する。
（彰　国際的にも理解と友情を広め、かつ深める。

＜鮫島先生歓迎会における姉妹クラブ会長よりのメッセージ＞

鶴岡ローリークラブ佐藤忠会長ほか御一同様

鹿児島西R・C会長　福　田　敏　之

今回鮫島志芽太氏が御地を訪問する好優に託して一言御挨拶を申し上げます。日頃御無沙汰
して居りますが貴クラブとの兄弟盟約は弊クラブの貴重な精神的財産であります。

機会がありましたら交流したいと皆考えている次第です。どうぞ貴地の親クラブとして御発

展を祈ります。

会員諸賢御一同様によろしく御風声下さい。

昭和51年2月15日

ニュープランスウィックよりのメッセージ　（新穂君意訳）

5January1976

Tsuruoka Rotary Club

District353

Babacho，Tsuruokashi

Yamagataken，Japan

Dear President Mr．Tomokichi Sato and Director ofInternationl

Service Committee Mr．Shigezi Koike：

Thank you for your graGiouS nOte Of Sptember30，1975，including the

memberShiplist of our sister－Club，
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Atthis particular time oftheyear，Our Club extends tooneand allof your

Club members and their fami1ies a Happy New Year and continued health and

happiness．

We are enclosing an up to date membershiplist togetherwith a club roster・

Inasmuch as numerous classifications of your club have an analogous

COunterpartin our club，may We SuggeStindividual contacts of members

possessing the same classificationin order to share and exchange common

experiencesin the field of endeavor pursuedin thetwo separate countriesin

two separate continents，united by the object of RotaryInternational．

Any members of our club contemplating a visit toJapan willinclude as part

Of hisiTinerary avisit toour sister club，aS many members have donein the

pasL Thelate Mr．Louis Miglioriniand Dr．Joe Kler broug ht back many

pleasant memories and shared themwith the club．We welcome your

members to reciprocate such visits whenever they traveltothe East Coast

of the United States．

Today，January　5，1976，at nOOntime we had a most pleasant visit from

Messrs．Seizo Abe，Leader

Osamu Selこiguchi

Jukichi Matsuda

with our Board of Directors who appreciated the cordialgreeting extended

by your club and tbe specialpresentation not only to our club but to the
ltSister City”New Brunswick，NewJersey U．S．A．

Very truly yours，

PresidenLSamuel A．Saltiel

Chairman ofInternational Service Committee－John Lanfrit

New Brunswick Rotary Club No．76l

C／O Secretary

Mr．Joseph Pacot

11Salem Road

East Brunswick，NewJersey O8816U．S．A．

出　　席　　報　　告

前回の出席

前回出席率54・28％

修正出席数　　64名

確定出席率91・43％ 浦君、中江君、斎藤（得）君、佐藤（忠）君、佐藤

腰語、讐驚墓環菖警雷、薮田計台中港
ビジターう半田勇三郎君、阿宗健一郎君、林権之助君、佐藤拡君一鶴岡西RC
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鶴岡ロータリークラブ　創立昭34－6．9　承認昭34．6．27　353地区

例会場　笹島岡市本町二丁目　ひさごや
例会日　毎遇火曜日　午后12．30′〉1．30

事務局　鶴岡有馬割けl臨岡商工会議所内　電0235（2215775

会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　勲

％点　　鐘

珍君ケ代斉唱・ロータリーソング（奉仕の理想）

％ビジター・ゲスト紹介

％会員誕生・会員奥様誕生（後述）

％年間・月間皆出席者報告（後述）

％新会員　迎田　稔君（迎田歯科医院長）紹介　（紹介者石黒慶之助君）

㊨会長報告

⑳2月22日（日）～　ボーイスカウト山形県連盟庄内地区25周年記念式典に参列……

感謝状受領
⑳2月29日～　RAC老人ホーム「友江荘」訪問し、映画と人形劇で慰問……社会奉仕委

員ご苦労様でした。
⑳交換学生　伊藤久美さんよりお便り……（後記）

⑳2月18日開催の庄内分区会長、幹事会の協議で、本年8月に県内公演されるノルウェー

女性合唱団の受入に付き話合い、鶴岡RCでは8月11日に実施することを基本的に理

事会で諒承しました。
⑳新会員の委員会所属

角田　　博君　　会報委員
中村富昭君　　SAA
内山喜一君　　SAAを会報委員に変更

％幹事報告

㊨会員スピーチ　早坂源四郎P．G「ロータリーの創立」（後述）

％出席報告

珍点　　鐘

TO D氾NFY THE HULVIAM BEmG　人間に威信を．′
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ロータリ　ーの創立

早　坂　源　四　郎

ロータリーの歴史の話とのご証文でしたので、断片的になりますが、ポール・ハリスの話を

中心にして進めて行きたいと思います。
ロータリーの創立者ポール・ハリスが生れたのは1868年（明治2年）で、3才の時、父親が

事業に失敗し遠くニューイングランドのバーモント州のウォーリングフォードに住む祖父母の

許に引取られたのです。孤独で多感な、腕白少年であった彼は、唯一の親友フエイが精神病院
で死んだ時非常なショックを受けました。後年彼はこの赤毛の少年の事を憩い、『ロータリー
の基礎は友情である。若し人々が友情を思う時があったら、御影石の丘に眠るこの赤毛の少年
を想って欲しい』と述べています。
彼が育ったウォーリングフォードは、ニューヨークの北東に当り、ニューイングランドの清

教徒の土地であります。有名なグリーソ・マウソテンと西方のアクロンダック山脈が望まれる
山紫水明の地であります。彼は高等学校を出るとブラック・リバーアカデミーに入学したが、
いたずらが過ぎて放校ににり、バーモントの士官学校に入学し、更にバーモント大学に進んだ
が、無実の罪で再度の放校処分を受けました。更にプリンストン大学の立派な教授の個人指導
を受けて（1888年）勉強し、またそこで大理石会社に働いて収入を得ました。この間に、祖父
が死亡し（1888年）祖母の切なる希望で、アイオワ大学で法律を学んだのです。アイオワ大学
で勉強中、燕愛深き唯一人の祖母がなくなり、この勉強が終ったら、色んな角度から、あらゆ
る都市を5ヶ年の間人生の経験を積んで勉強しようと深く決意しました。1891年（明治24年6
月）24才で卒業したので。

それから彼の5ケ年間の放浪生活が始まる。新聞記者、旅廻りの俳優、カウボーイ、果樹園
の労働者、水夫になって、英国に2回も渡る。最後は彼を最も良く知るジョージ。クラークの

大理石販売の仕事を手伝い、信任を得るが、引き止める彼の手を払い、シカゴに出て行くので
ある。彼の放浪生活の中で、特に強く感じる事は、最悪の状態でも常に正々堂々と働いて生活
した事である。
彼がシカゴで弁護士を開業した年は1896年（明治29年）で29才、米国車がひどい不景気で、

シカゴは特に博覧会の過度の投資の反動で、極めてひどかった。町の商店やアパートは空室が
目立ち、赤線地帯は全市を蔽い商業道徳は地に落ちていたのである。詐偽的行為の不正手段が
横行し、商人は物を買うと金を払わず夜逃げをして、その晶物を裏町の倉庫に集めて、たたき
売りする。証拠煙減のため放火をする。従って弁護士の仕事は非常に忙しかった。商取引には
常に疑いの目がもたれたのであり、シカゴ最悪の状態であったのであります。
然し1900年（明治33年）になりますと、景気は回復して来まして、これに伴って、一般社会

状態も改善されて来る様になりました。その年のある夏の日、彼は友人の若い弁護士と一緒に
散歩をした折、その友人が町のここかしこの商店を訪ね、実に親し気に話し合うのを見て、深
い感銘を受けるのです。

ポールにも仕事の友人は居たが、仕事を離れての友人は居なかったのです。親しい友人を集
めてクラブを作ったらどんなに楽しいだろうと思い、これを作る決心をしたのです。そして仕

事の上で知り合いの石炭屋のシルベスターシールに相談しその賛成を得まして、1905年（明治
38年）2月23日の夜、デイアボーン街のユニティ・ビルの7階の鉱山技師ガスターバス・ロア
←の室で、洋服屋のハイラム・ショーレーを加えて4人が最初のロータリークラブを造るので

あります。ここで注目すべきは、この4人共シカゴ育ちでなく何れも地方の田舎の小さな町や
村から出て来た人々で、決して上流の人でなく、むしろ中級又は精々それ以下の生活をしてい
た人々であります。そして彼等が何れも自主独立の精神の持主であり、それを実践していた人
々であります。

初期のロータリーの創立が友情の基礎の上に築かれ、その主要な目標が相互扶助、物質的に
も精神的にも会員同志が互いに助け合った事は事実であり、ポールハリスも之を認め『私は会
員のビジネスの利益を求めて釆たが、然しほんの僅かであるが、利己的でない傾向があった。
それは、物を友人から貰う事より、物を与えると云う事であり、この考え方は友情と非常にう
まく調和して行った』と述べています。更に彼は『ロータリーの魅力は友情であった。1905年
に集ったこのグループ程、高い友情を持ったものは無かった。ロータリーは正に砂漠の中のオ

＼ヽ＿ノ
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アシスであった』と云っています。そして初代会長には、石炭屋のシルベスター・シールが選

ばれたのです。（ポール・ハリスは3代目の会長になりました。）そして当初から確定してい
た事は、一業一会員制であり、又出席に対する厳しい考え方でありました。欠席者には50セン
トの罰金を課して、之をクラブの経費にあてたと云っています。

当初のクラフの目標は、親睦を基礎に会員相互の扶助にありました事は申し上げましたが、
これが段々と昇華されて、物質的、金銭的なものが消えて行きまして、精神的なもののみが残
って行きました。そしてシカゴの町のためにも尽そうと云う社会的な考え方が強くなり、ポー
ル・ハリスが3代目の会長になった時に定款の改正もされましたが、クラブの中で所謂奉仕派

と親睦派との対立が深まったため、ハリーラッグルスが、之を和らげるために提案した歌の合
唱が始ったと云います。然しこの頃は世の中のために貢献しようと云う漠然とした考え方だけ
で、未だサービス奉仕というはっきりした吉葉は出て来なかったのです。
1908年（明治41年）に2人の人材がシカゴクラブに入会して釆ました。一人は後年RIの初

代事務総長になったチェスレ一・ベリーであり、一人は最もよく奉仕する者、最も多く報いら
れるIle profits most who serves bestの標語を作ったアーサ～・シェルドンであります。

シェルドンはシカゴのビジネス・スクールの創立者であり、当時の販売学の大家であります。

彼の残したこの標語は、先程申し述べたシカゴの荒廃した商業道徳の中で、誠心誠意取引先に
奉仕した真面目な商人のみが不景気の中にも強く残っていた事実を見て、生れ出たと云われま
す。ミネヤポリスの理髪店で散髪を終えて店を出た時、頭の中に電光の如くひらめいて出て来
たと云います。
彼が正式にこの標語を発表したのは、1911年（明治44年）の8月オレゴン州のポートランド

で開かれた大会の時であります。この時参加者は初めてサービスと云う言葉を聞いたのです。
ttビジネスは人類の奉仕の科学の事である。Businessisthescienceofhuman seuvice”の

言葉と共にこの標語が出て来たのです。
参会者はこの言葉に非常な感銘を受けました。ところが、この同じ大会で、新しく出来たミ

ネアポリスのフランク・コリンズ会長が、ttロータリーは自己のためではない。奉仕だ、自己
ではない。Service，NotSelf”というスピーチをしたのです。この標語はご承知の様に
Service Above Self超我の奉仕と改められましたが、前者はあく迄実業倫理の道を説くに対

し、後者は自己滅却の宗教的倫理観を説くものであって、今日まで続くロータリー内部の二つ
の大きな思考的流れである事を知らねはなりません。
つい先年も1971年RIの理事会は、超我の奉仕を第一としシェルドンの最もよく奉仕する老

最も多く報いられると云う標語を第2の公式標語とすべき案を提案しましたが、否決されたの
であります。従って現在では、並列して公式標語になっている次第です。後者の標語は、
Profit利得するという言葉が常に問題にされるのですが、我国ではtt積善の家に余慶あり’‥t情

は人のためならず”として説かれているのであります。

何れにせよ、アーサーシェルドンがロータリーに明快な進路を示した事はまちがいありませ
ん。彼こそ正にロータリーの職業奉仕の理念の開拓者であります。この様にロータリーは職業

奉仕の理念を中心として思想的展開をして行くのですが、更に1915年（大正4年1にはサンフ
ランシスコ大会で、The Code of Ethics for Business Men of AllLines全職業人に関す

る道徳律が議決されました。これは11ヶ条よりなる倫理訓で、正に今日に於ても適用出来る実
業の道徳訓で、職業奉仕の基本理念を示すものであります。アイオワ州のシウ一・シティと云
うクラブの委員会の努力の結果原案が作られたと云います。RIはこの倫理訓を、ロータリー
の綱領に重きを置くと云う考え方より、現在その出版を中止して居ります。更にその翌年フイ
ラデルフイヤのガイ・ガンデイカーがtlロータリー通解”と云う書を出してロータリー思想の

理論的解明をして居ります。
この様に、初期のローークリアンが創立者ポールハリスを初めとして、如何に真剣にロータリ

ー哲学に取り組んでいたか、奉仕の理想の追及に、日夜懸命な努力をしていたかと云う事であ

ります。

飼って現在私共の周囲は、創立者達の思考とは凡そ縁遠い汚濁の世界が展開されているので
あります。ロータリーの世界でも、70年の歴史は異常な拡大をしましたが、反面その古き歴史
は次第に失われつつあるのでないか。定款細則は整備されて釆たが、その綱領の解明と追及は
忘れられつつあるのでないかと反省される次第であります。

ロータリーは実践を尊び行動する事を強く求めています。然しながら行動する事を求めるの
は、我々自身の人格であり、私共の心であります。私共は絶えず之を練磨せねばなりません。
ロータリーはその機会を絶えず私共に与えてくれるのであります。



845－36－4

交換学生伊藤久美さんよりの便り

拝啓　2月の半ばになったとはいうものの冷たい北風はまだ音をたててあたりを駆け巡ってい
るようです。いかがお過ごしですか。こちらはアジアからの悪いインフルェソザが流行して多

くの人たちが病気で困っています。

先日、ブラジルから2人新しい留学生がやって釆ました。英語を4年ほど勉強したとはいう
ものの会話の方はまだまだ辞書を片手に身振り手振りで相手に説明している姿を見ていたらア
メリカに来たばかりの頃の自分の姿を思い出してしまいました。私の英語はまだ完全ではない

けれどいちいち日本語で考えなくとも口からボンボン単語が飛び出すほどに上達したこと本当

にうれしく思っています。これもアメリカ留学をしたからこその上達ぶり、ロータリーの皆様

に感謝しております。

2度めの成績表わたされました。前回より少々よくなっているようです。次回もこの調子で

と張り切っています。

では近況お知らせまで。　乱文乱筆にて

会員誕生
五十嵐伊市郎君、小松広穂君、皆川英二君、中野清吾君、斎藤栄作君、斎藤信義君、

佐藤昇君、佐藤忠君、菅原啓君、手塚林治君、山本正君、横山昇君

奥様誕生
早坂保江様（徳治）、石川徳江様、五十嵐甲様（伊市郎）、嶺岸豊子様、斎藤貢様（栄作）、
佐藤晴子様（衛）、佐藤喜代意様（正郎）、佐藤恭子様（宇→）、高橋多恵子様（良士）

年間皆出席
3年間皆出席　　板垣俊次君

2月125％出席　2名

窯谷君、小松君

2月100％出席　54名

皆川君、阿部（公）君、阿部（賽）君、安藤君、張君、早坂（源）君、飯白君、石井君、石黒君、五十嵐
（三）君、五十嵐（伊）君、市川君、板垣君、海東君、玉城君、風間君、小花君、小池君、今野君、嶺岸
君、三井（徹）君、三井（賢）君、三井（健）君、森田君、中江君、中野（重）君、中野（清）君、小野寺君
石川君、斎藤（栄）君、斎藤（得）君、斎藤（信）君、佐藤（忠）君、佐藤（順）君、佐藤（衛）君、佐藤

（友）君、鷲田（幸）君、笹原君、新穂君、菅君、鈴木（善）君、鈴木（弥）君、高橋（良）君、横山君、谷
口君、手塚君、富樫君、上野君、鷲田（克）君、清水君、山本君、薮田、吉野君、山口君

席　　報　　告

阿部（公）君、五十嵐（伊）君、上林君、黒谷君、小
池君、今野君、高橋（正）君、三浦君、中野（重）君
高橋（良）君、斎藤（信）君、佐藤（衛）君、佐藤
（友）君、菅原（啓）君、横山君、佐藤（宇）君、鷲田
（克）君、菅原（辰）君

前回の出席

前回出席率72，22％

修正出席数　　66名

確定出席率91・67％

安藤君一台中三重RC　三浦君一百東RC
五十嵐（伊）君一酒田RC　笹原君、薮田君一
仙台RC　阿部（公）君、飯白君、三井（徹）君
森田君、斎藤（信）君、佐藤（衛）君、佐藤（友）
君一鶴岡西RC　中江君、斎藤（得）君一外国
RC

ビジタ「蘭鋳竺妄喬書き子爵嘉健聖賢賃警誌雷讐宕＝遠雷喜…8



鶴岡ロータリークラブ会報

亀∠l亀
1976－3－9　　物37

紙岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

夙l会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ごや
夙l会日　毎週火隠巳　午后12．30′、ノ1．30

事務局　瑳焉岡市馬場田丁　錦岡商工会議所内　電0235（2215775

会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　勲

珍点　　鐘

％ロータリーソング（我等の生業）

㊨ビジター・ゲスト紹介

◆会長報告

⑳3月7日、山形テレビにて「友情は海を越えて」と題して、台中表敬訪問団の活躍ぶり

放映さる
⑪会長、分区代理、台中市長、図書館長、呂さん（張君の親類）他に礼状出状しました
⑳訪問団の解団式，／3月9日　午後6時30分より　於かに船
⑳2月18日、来鶴された鮫島先生より歓迎に対する感謝の礼状着信す（後述）
⑳3月9日、例会終了後理事会開催

％幹事報告

⑳例会変更

寒河江RC　3月18日　職業奉仕ホ∴ラムの為午後5時30分に変更

山形北RC　3月25日をクラブアッセンブリーの為28日午後5時

於　ホテルオーヌマに変更

⑬新会員の推せんに関する氏名発表（後述）

％委員会報告
⑳山形テレビ台車表敬訪問特別番組出演者よりスマイル

会長、安藤君、中江君、新穂君（親睦委員会）
⑳ボーイスカウトの現状について（社会奉仕委員会）

珍映写会「台中訪問団親睦活動のあと」　張君提供

⑳ニューブランズ・ウィックよりのメッセトジ（新穂君意訳）（後述）

⑳出席報告

珍点　　鐘

TO D NIFY THE HULVIAN BEING　人間に威信を．′
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鹿児島西ロータリークラブ鮫島志芽太氏よりの礼状

鶴岡RC会長
佐藤　　忠様　他御一同様

謹啓　寒さも薄らいで参りました。貴クラブ会員諸賢には、お変りはありませんか。

去る2月18日は、あわただしく錦地へ参上いたしまして、貴クラブを代表する鈴木副会長、

吉野幹事、早坂バストガバナー、斎藤、小花もと会長様各位の御歓迎をうけまして、大変御世

話になりました。

おかげさまで、久しぶりに楽しい「求道の語らい」が持てました。ありがとうございまし

た。御恵贈いただきました御錦地名物の香り高い御漬物は本臼、3月4日、弊クラブ例会で競

売（セリ）にかけまして、一同楽しい笑いのうちに、なかなかの競争（ひっぼりだこ）になり

まして、代金はニコニコ箱に入れ、さらに例会会食に提供されまして全員おいしく味わいまし

た。会員一同から厚く御礼を申し上げるようにということでありました。

尚、当夜、鈴木副会長さん等からお話しのありました「来年の貴クラブ20周年記念例会に、

弊クラブから出席するように」ということにつきましては、早速、役員会で話し合ってもらう

ことにしております。

以上、本日は、とりあえず御礼と報告を申しあげる次第であります。貴クラブの皆々様によ

ろしく御礼方御鳳声下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬　具

鹿児島西RC

鮫　　島　　志　芽　太

二信、末尾ながら弊クラブ福田会長、池田幹事からも御礼を申し上げるようお仰せつかりまし

たので御伝え致します。

ニューブランズ・ウイックよりのメッセージ

鶴岡ロータリークラブ　会　長　佐　藤　　忠　殿

仝　国際奉仕委員長　　小　池　繁　治　殿

拝啓　昨年9月30日の私達の姉妹クラブである貴クラブの名簿入り活動報告書をお送り頂き有

難度うございました。この機会に当クラブとして貴クラブのメンバー及びその家族に対し、健

康で幸福な年でありますことを祈り新年の挨拶を送ります。

我々も現在のクラブの名簿を一緒にお送り致しますが、この名筆にはいろいろの職業分類が

入っておりますが、類似の分野において2つの違った国々で貴クラブの万々と個人的にその経

験、実態等について意見を交換されることも大変結構な事かと存じますし、それが又国際ロー

タリークラブとしての目標にもつながるものと信じます。

当クラブ員の日本旅行の際はその旅程表の中に我々の姉妹のクラブである鶴岡ロータリーク

ラブへの訪問を過去にそうであった様に組み入れる様心掛けます。

故ルイ・ミグリオリニー氏、ジョー・クラー氏が貴クラブ訪問時の素敵な思い出を話してく
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れました。我々は貴クラブメンバーが米国東海岸を旅行される折にはいつでも歓迎致します。

貴クラブのご厚情にお応えする為にも、今日つまり1976年1月5日の正午に素晴らしい訪問

を受けました。それは、阿部清三氏を団長とする3人の方々です。彼等は貴クラブの厚情あふ

れる挨拶と素晴らしいプレゼントをひとり我がクラブだけにでなく、tt姉妹都市”であるニュ

ープランズ・ウィック市にまで届けて下さいました。ご友情に感謝致します。　　　敬　具

ニュープランズ・ウィヅクRC　会　長　　S・A　ソルティール

ク　　　　国際奉仕委員長　J・ランフリート

炉辺会談（ファイアー・サイド・ミーテンゲ）開催案内

鶴岡RCロータリー情報委員会

春をむかえ、ロータリーはいよいよ活動の時期になります。わがクラブは、過去1ケ年間に

下記14名の優秀な新会員をむかえ入れ、今後益々発展しようとしております。

新会員は1日も早くロータリーを理解し、クラブに同化していただくため、次のようなミー

テングを開催いたします。新しい会員は勿論、有志会員も多数ご参加激励賜りますようご案内

いたします。

記

。期日・時間　　昭和51年3月24日（水）午後4時より

0会　　　場　　鶴岡産業会館4階第二会議室

0登　録　料　1，500円（夕食代）

0研究課題（予定）

（〕）ロータリアンの特典と責任　　　情報委員長　　石　黒　慶之助

（2）クラブ奉仕とは　　　　　　　　副　会　長　　鈴　木　弥一郎

（3）職業奉仕とは　　　　　　　　　理　　　事　　三　　井　　　健

（d）社会奉仕とは　　　　　　　　　理　　事　　市　川　輝　雄

（5）国際奉仕とは　　　　　　　　　　理　　　事　　小　池　繁　治

（各項スピーチ15分、質疑応答5分、新会員には参考書配布）

0過去1ケ年間に入会された会員氏名（敬称略）

石　　川

佐　　藤

菅　　原

内　　山

石　　井

山　　口　　篤

横　　　山

雄　（50・4・22）

一　（50・8・5）

二　（50・8・5）

雄　（50．12．16）

昭　（51．2．24）

角　　　田　　　　博　（51・2・24）

迎　　　田　　　　稔　（51・3・2）

0参加ご希望の方は、3月16日まで事務局（山下）にお申込み下さい。
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台中表敬訪問団親善活動のスナップ（板垣君提供）

日　　　月　　　渾
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合　中　酒　会　場
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新会員の紹介

迎　田　　　稔　君　　　　昭和5年5月29日生　（46才）

現住所　　鶴岡市本町二丁目14－25

職　　業　　迎田歯科医院々長（歯科医師）

奥　　様　　迎　田　恵美子　　昭和11年12月7日生

お子様　　男　3　名

公　　職　　鶴岡地区歯科医師会　専務理事

趣　　味　　ゴルフ、旅行

新会員の推薦に関する氏名発表

阿　蘇　司　朗　君　㈱阿蘇ラジオ電機商会社長

村　田　　　茂　君　　㈱村孫社長

板　垣　広　志　君　　囲板垣鉄工所社長

出　　席　　報　　告

会　員　数　72名！　l五十嵐（三）君、上林君、小花君、三浦君、角田君

本日の出席

前回の出席

出　席　数　55名l欠席者

出　席　率76．39％l

前回出席率75・34％

修正出席数　　63名

確定出席率87．50％

斎藤（信）君、佐藤（衛）君、鷺田（宰）君、菅君

高橋（正）君、高橋（良）君、佐藤（宇）君、津田君

手塚君、鷲田（克）君、薮田君、菅原（辰）君

佐藤（衛）君一温海欄C

；；ろr芸諾表芸諾芸）芸L芸警芸芸）芸
l　　　　　　　　　　　　　　－鶴岡西RC

戸中里祐二郎君＿山形R。奥村知介君＿習志野R。藤田正二君＿＿平塚云
ジ‘タ一㌢歪芸讐羞芸子ヨ雷表芸霊芸讐諾芸芸完藤拡君、羽根田正吉君諸岡西R。

一

　

ビ



鶴岡ロータリークラブ会報

亀47
1976－3－16　胸．38

鶴岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

列会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや
例会日　毎過火曜日＿午后12・．30′Yl・30

事務局　鶴岡市馬：顔田丁　鶴岡商薩二会議所内　電0235（2215775

会＝臣、佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　勲

⑳点　‾一一鐘

㊨PT＿昇リーソソグ（それでこそローダ」巨⊥

㊨ビシタ「・ゲスト紹介

◆会長報菅

⑪菅原啓君　2月28日付退会－理事会承認

⑳歳末たすけ合い募金に対し礼状着信

や伊藤久美さんの近況着信（後述）‾一

⑳幹事報告

山形RC　3月31日午後6時　丸久松坂屋8Fに変更

珍ゲストスピーチ　　山形大学農学部　阿部幸吉先生（後述）

％委員会報告　　3月24日　RC情報研究会の出欠確認

％進藤誠一君転任挨拶

㊨出席報告

％点　　鐘

TO】ⅨGNFY THE HUMAN BEING　　人間に威信を．′
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㊨ゲストスピーチ　　　　山形大学　阿部幸吉先生

日本の食糧事情と農業政策
只今紹介に預かりました私、阿部でございます。会場に来まして余り沢山の方々が、そして

日頃御世話になっております方々が大勢なのにびっくりしております。
扱て、皆様の前で何をお話したらいいのか戸惑っております。日本食糧問題と日本の農業政

策という事で与えられた時間の中でお話し申し上げたいと思います。
その食繹問題と申しますと、もう私が申し上げるまでもなく、世界の食料の危機と叫ばれて

ローマ会議を初め、各国でも資本主義国家でも社会主義国家でも色々工夫を練っておるという

事だと思っておりますが、世界の食糧危機の様相と申しますか端的に申し上げますと3つばか
り挙げられると思います。

1つは人口の増加でございます。今日私粗末なプリントを持ってきましたが3人に1部位の
割でしか渡らないと思いますけれども、その一番最初にプリントは2組になって居りますけれ
ども前となっている方の一番最初の方に人口の問題とか、世界の人口の増加の見通しとか簡単
に書いておきましたが、世界の人口は60億になるだろうとか70億になるだろうとか色々と21世

紀になればそういう膨大な人口を抱え込んで居るその中で、特に後進国の爆発的な人口の増加
という事が問題になる訳です。

2番目としましては食生活パターンの変化と申しますか特に日本がそうで御座居ますが、資
本主義同家の先進国としては日本が代表的ですが非常に食生活が豊かになりましてパンとか肉
食、特に肉を沢山食べる様になりました。これは社会主義国家でもソ連などがそうですが肉食
を沢山食べる様になっている。従ってそうなりますと肉の1カロリーを生産するには穀物の7
カロリーを大体平均して与えなければならない。穀物によっても違いますが、こ
中で早い話、穀物生産が肉を沢山食べることによって7倍の生産をしなければならないと言う
様な結果となってくる訳です。

白由主義国家では日本そして社会主義国家、地球の人口の半分を分かつ、社会主義国家もそ
の様な傾向になって来ている。従って穀物はものすごく不足して来る。それをアメリカがカバ
ーしているという様な状況であり日本とか社会主義国家の食生活のパターンの変化ということ

が第2番目にあげられると思います。

第3番目はこれは異常気象であります。気象庁の白書では云って居りますが、ソ連でもそう
ですが農業の生産がどうもうまく行かない、世界全体の農業生産がどうも上らない。特にアメ
リカなども2、3年前はそうであったが今年は豊作であったと聞いて屠ります。その様に地球
がだんだん寒冷化して行くのではないかとの心配の中で、相当長期の異常気象がやってくるの
ではないかと、こういう事の中でどうも農業生産が思う様に行かない。幸い日本ではその様な
事を其向うから受けていない様に思いますが、世界ではその様な事を非常に警戒しながら食糧
生産を行っている状態です。
人口の増加、食生活パターンの変化、異常気象とこの3つが大きく分けて云えるのではない

かと思います。そうしますと今迄食糧というものは7年周期と申しまして7年間過剰になった
かと思うと、あとの7年間は不足になる。そして又7年間過剰になるという様な統計もあるわ

けで、7年周期と云って居りますが、今申しました様な3つのことを当てはめて見ますと人口
の増加にしましてもすぐ止まる訳でありません。世界の社会主義国家、日本とか食生活が非常　＼、＿／
に豊かになって肉食に大きく移行したこの食生活のパターンも急に止められるわけではありま
せん○益々これは贅沢と申しますか、改善と申しますか、その様な方向に向かうでありましょ
う。

異常気象も2、3年で回復するという見通もありません。そうしますと7年周期は相当修正
されて長期的に世界の食糧問題は不足する方向に向うのではないかというのが大方の見方であ
ります。
この様な世界の状態の中で日本の食糧状況はどうであろうかと申しますと、皆さんすでに御

承知のことと思いますが一応整理して見ますと自給率の低下ということが言われて居りますが
表にして見ました。資料の3枚目ですが第12表の左肩の一番下の方ですがこれは金額でお金で
計算したその自給率です。段々自給率は下って来て居ります。年々変化して来ています。普通
は72表の様な自給率を発表して居ります。総自給率といってますがこれは大体70％位です。第
4図の真中位にかいてある図を見て頂きますと第3図はお金で計った自給率の低下の様子で

す。
第4図はオリジナルカロリーによって計算された自給率です。オリジナルカロリーと申しま

の様な状況の
らないと言う
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すのは早い話餌を（日本はほとんど輸入して居ります）全部カロリー計算しましてそして自給
した割合何パーセントかという計算であり、お金ではありません。オリジナルカロリーという

と最近では4D％を割って居ります。お金で計算しますと70％となってますがカロリーで行くと
S47年で43％最近では40％を割って居ると聞いて居ります。そういう状態で胃袋の半分はカロ
リーで計算しますと外国産であると云えます。
その様な非常な自給率の低下ということが第1点、そういう事で日本の食糧事情というもの

が騒がれて釆たわけです。
そういう事ですが第2図、これはシカゴの穀物価格ですが目本の自給率の低下、輸入率の増

加という事の内で価格は世界の異常気象なり先程申しました世界の食糧危機のなかでどんどん
価格は上って、1973年から戻ることがない状況です。その様に日本の自給率の低下はカロリー
で行きますと40％を割った6割以上は外国製のものであるという事、第2番目は農業に携さわ
る方、農家が兼業化に流れてしまって食糧の担当は誰れであろうか。昔はお百姓さんといった
が今は農業者とか農家と云います生産者は農家に違いないのですが直接生産を熱心にやってく
れるのは誰れであろうかと血眼になって探しているのです。
第4表を見ていただきますと農業専門で生活を立てているというのが全国で15％です。その

前は8％です。むしろ水田単作型兼業というのが発生して居ります。沢山機械を入れてそして
能力が余ってその労働力が農業以外に発揮する。水田単作型兼業といいますが、その様な兼業
が増えて来て居りその為に全国よりも農業のみで生活を立てている人は荘内は少いのです。全

国より山形県は少いし10％荘内は山形平均より少い現象です。そういう事ですから本当のお百
姓さんはどこに居るのかと云う問題が大きな問題として出て来ているのです。

第3としてほ汚染食品というか、汚染食作物といいますか農業近代化の中で機械化がぐんく巾
ん進んだ化学化が進んで肥料なり農薬なり沢山投下される様になった、そしてお米を沢山とる
と云う様な農業の技術が進歩して来た、いわばせいさいけんの破壊と云うことに結びついた農
業の技術がむしろ支配して来る。その中で汚染された農産物が出てくる、これでは困る、この
様な問題が食糧問題として出て来ている。

それを自給率の低下本当のお百姓さんはどういう人なのか、そして機械化、化学化、単作化
と続くのが、近代化農業というのですがこれを政府は高度成長時代の中で一貫して指導して来
るのですが、その結果汚染等決していいものが出て来なかった。校械化・化学化等されたこれ
が近代化の一連の政策であったのですがこれが反省されて行くという段階になって居ります。
さてその様な食糧事情、世界の食糧危機、日本の食糧問題、その中で何んといっても6割が外
国のもので、国産のものは4割しか入ってない胃袋の問題は非常に淋しい感じがします。しか
らば日本の農政の見直しといえば食糧生産と関連していえばその自給率の向上という事をまず
第一に挙げているのです。

自給率の向上というとその上昇率は現在お金で計算している総合自給率は第12表ですが70％
程度でオリジナルカロリーですと40％前後です。これを45％お金で換算して75％餌こしょうと
いう事です。現状からいってあと10年経過しても一生懸命農林省が音頭をとっても僅か5％捏

度しか上らないという事です。政策の自給率向上の目標を達成する材料は何んにも見当らない
と云うことです。

目標と云うのは例えばお金に換算して80％位がいいのではないか、あとの20％は外国から輸
入してもいいのではないかと云う説もありますが出来れば85％～90％欲しい処です。オリジナ
ルカロリーでいいますと第13表にある様にイギリスでは60％行っているのです。日本は40％で

す。イギリス位にしようとするならば相当の努力が必要である。能力の計算ではとうていイギ
リス並には行かない。これが自給率の問題で見直し農政といわれた結末ですが結局はどこをい
じって見てもイギリス並には行かない状況です。（オリジナルカロリーで）

関連して第19表の資料を見て下さい。最後の数字を見て見ますとオリジナルカロリーを輸入
する分を日本で全部生産するとどの位の面績であるかといえば820町歩現在600町歩ですから倍
以上の耕地がないと今の様な食生活を日本で送ることは出来ない。57年の見通しでは1000万ヘ
クタールあと土地がなければ輸入なしで出来ない。従って自給率を高めることは仲々出来ない
し容易でありません。
もう1つの見直し農政は安全な食糧の供給であります。近代化農業の中で農産物が本物のお

そろしい汚染とか公害のない純粋な農作物を作らなければならない。見せかけだけの農産物で
はならないということが見直し農政の一つの柱であります。食糧の安全性を強く強調している
のであります。この点はまだまだこれからという感じであります。これは新しい農業の技術な
り研究を総動員してもやって行かねばならないものですが、農業を規制されている中でこれを
かわすことからもう一度規制対象の中に位置づける中で食糧の本物の食糧の生産に励んで行く
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という見直し論であります。
その様な食糧の安全で安定した供給を誰れにお願いするか、見直し農政には誰れが勿論農家

でありますがどこを見ても兼業農家ばかりで本当に頼もしい農家の方はどこに行ったのだろう
かと云う見直し論であります。今更ということをどうしてもとおかしな話になりますが、技術
経営という基本法で（36年に農業基本法が制定）日本農業の憲法の様なものですが農業近代化
政策が歩み出したのです。

さて基本法の制度の中で誰れにという事を技術経営という名で打出された訳ですが奥さんと
且郡さんと2人で薇いてそして都市の労伐者と同じ様な収入をあげうる様なその様な経済の含
みを持っている様な仕組の状態、つまり2人で放いて都市のサラリーマン1人で撒いて得ると
同じ様な経済力を持っている1人と1人なら分るが、農家の人は2人撒いて都市の1人と同じ
というのは変に思われるかもしれませんが、それを技術経営といっているのです。現在の数字
をあてはめて申しますと大体300万、それ以上ならなおいいのですが農業のみで挙げる2人肋
いて、この技術経営を基本法の中で早い話が失敗したのです。農政は失敗したのです。そして
中核農家という題名を打出した、中核農家というのは男の人だけが倣いている農業のことで、
その人を頼りにして行こうというもので約3割を占めている。男の人の幼いているのが3割で
あとは女の人が付いているのです。この3割の男の人でどの位の農産物を生産するかというと
6割位生産します。これを大事にして行こうというものです。ところが中味をわけて見ると3
割の農家も40台以下の農家はその兢位です。全農家の10％です。その10％の人で生産は約30％
挙げているのです。するとあとは50才、60才の方が功いている訳です。誰れかということをも
う一言申しますと、その様な状態で技術経営が失敗しそして中核農家というのもどうも当てに
ならないという事です。

アメリカで約10％の農家で50％以上の食糧を生産する場合初めて政策的には技術経営の様な
政策がとれるのですが日本の場合胃袋の中の半分は外国、あとの半分の自給物の約25％全体の
塊が農家らしい農家の生産なのです。あとの残りは兼業です。多い順に云いますと外国の物が
一番胃の中に多く次に兼業農家のもの、そして農家らしいものの生産物はち射こすぎないという

ことで、技術経営を大切にする政策は見直し論の中にどうも出て来ない状態です。むしろ外国
農業を大事にしてそして兼業農家をなんとか運動させて行くという政策が当分続いて行かない
と食糧問題解決は技術農業とか中核農家の40才以下のみを大切にすることだけでは食糧問題の
解決にはならないという処に見直し論の更にむずかしい処があると思います。

まだお話が足りない点がありますが時間ですからこれで終ります。

伊藤久美　さ　んの便　り

拝啓今日から3月、草木の芽も少しづつ出始め、春の気配が少しずつ感じられるようになり
ました。御機嫌いかがですか。
私は、昨日から新しいホストファミリーともすっかりとけこんで楽しく生活しています。こ

のホストファミリーは、高校の体育教師の家で奥さんと3人の息子との5人家族です。上の2

人の息子さんは大学に行っているので休み以外は帰って来ないのですが、女の子のいない家な
ので何かと気をつかってくれます。もちろんそれに甘えずいろいろ手伝いをしたりしています
が……とても楽しい毎日です。

先日、コネチカット州全部のロータリーの留学生の夕食会がニューへ－バンで行なわれまし　＼、＿
た。もちろん出席して、いろいろな国の人々に会う事ができました。いろいろな国から来た人
々がひとつの言葉、つまり英語で互いにわかり合えるなんて、なんてすぼらしいんでしょう。

本当に感激しました。留学生になって本当にいろんなことを学ぶ事ができました。本当にこの
OppOl－tunityに感謝しなくてほならないと思っています。では近況報告まで。

m出　　席　　報　　告

＼∵ト芋∴1言∵十一∵十㌧十㌦工●∴．i一十∵塩藍讐巴聖霊76・喜ヨ空けアi薮田君一気仙沼RC　手塚君、菅君、驚田（幸）君、佐藤（衛）君

ビジター1至許完誌㌣謂憲遥警毒晶久家賃竺震謡悪書阿部隆君一温海RC　滝禅源君一立川RC
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鶴岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

別会場　鶴岡市馬場田丁　物産館3倍
例会日　毎週火曜日　午后12．30′一1．30

事務局　鶴岡市馬場田丁　鶴岡商工会議所内　電0235（22）5775

会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　勲

％点　　鐘

％ロータリーソング（奉仕の理想）

多ビジター・ゲスト紹介

多会長報告
㊧例会場（ひさごや）火災焼失に就き、しばらく例会場を物産館に設定

や上記の事柄を審議する為、本日の例会時間を切上げて臨時総会とする

⑳例会場の問題　　やひさごやさんに対する見舞　　⑪RC備品焼失の件

⑳他クラブよりお見舞　分区代理（電報）　上山RC（電報）

高坂ガバナー（電報）　立川RC（見舞状）

鶴岡西（見舞状）　関美工堂（お酒2本）

鶴岡RA　温海RC（見舞金）

％幹事報告
⑳新会員推薦氏名発表

⑳他クラブ例会変更、認証状伝達式御案内

⑳ロータリー情報委員会開催状賞書が届いています

琢委員会連絡1情報委員長　石黒君
命炉辺会談予定通り行いますので多数の参加を望みます

％中江君　台湾から持って来た小学生絵画55点毒28点公民館で展示会を

しています　期日は3月23日～29日

％出席報告

珍総　　会（後述）

％点　　鐘

TO mGNIFY THE HULVIArl BEmG　　人間に威信を．′
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臨　　時　　総　　会
。臨時例会場の問題

会長一物産館3階を臨時にするか常設にするか。
S君一物産館の受入体制、駐車場、食事、費用はどうか。

会長一駐車場は充分です。食事込みの会場費は1回6，000円かかります。内訳として予算上は

会費一人当り食事代500円、会場費100円、計600円とみて居りますので充分です。

S君－ひさごやの建築計画を聞いた上で検討すべきだと思うが。

会長一当然その事は考慮しなければと思います。
H君一臨時であるにしても、臨時という言葉をとってもよいのではないか、安定する事が第一

である。会場がどこであれRCだけの事を考えればよい。

会長一他に御意見のある方はありませんか。
K君一現在の例会場（ひさごや）は駐車場の事で困っていたのですから、今後その事も考えた

例会場にすべきではなかろうか。

会長一皆さんの意見により例会場変更という事にしたいと思います。賛成の方は挙手願います

全員賛成
会長一次に備品については、今年度の予算より支出する事は無理であるが、合計で約24万円か

かります。1人当り4，000円です。これはぜひ御賛同戴きたいと存じます。

全員賛成（苦笑）
会長－スマイル3万6，000円は役員が弁償致します。これもぜひ賛同願いたい。
Ⅹ君一役員弁償はする必要がない。誰の責任でもなかろう。
H君一今後金銭の事であるからもっと責任を持って保管をすべきだろう。

会長一同情的な発言で有難いかどうでしょう。会員内より－不時の災害であるから責任はない

総会優先、理事会再検討。
。ひさごやに対するお見舞金

案として18日の理事会では100万円位でどうだろうという事であったが皆さんの意見は
K君一会貝は実質的に被害を受けたと思います。見舞金としては見舞箱を廻すという様な事に

して会員の自由意志で行うべきと思う。
M君一いつ頃まで行うのか。

Ⅹ君－そんなに急ぐ事はないと思います。

Ⅰ君－100万円というのは一日も早く例会場（ひさごや）に建ててもらいたいという事だろう

が、債権に対する援助という事でなくてもよいのではないか。100万円の根拠は。

会長－1人1万円の70万円位と考えたのです。古い会員は1万5千円という様に。
S君一上限を設めた額をきめるにも、1人当りの上限をきめるべきだろう。しかしひさごやに

それだけ同情する必要があるのだろうか。

会長－それでは挙手によってきめたいと思います。
K君一自説を固執する訳ではないが、自由意志でよいのではないか。

会長－ただ今の意見に賛成の方は挙手願います。90％の方挙手。

会長一それでは、その様にします。終ります。

率80．28％

出　　席　　報　　告
皆川君、阿部（褒）君、安藤君、張君、五十嵐（伊）君、上林君、三
井（徹）君、佐藤（衛）君、高橋（正）君、横山君、佐藤（宇）君、鷲
田（克）君、山本君、菅原（辰）君
五十嵐（伊）君一山形南RC　笹原君一仙台RC
阿部（公）君、板垣君、海豪君、玉城君、黒谷君、小花君、三井
（徹）君、三井（賢）君、三井（健）君、中野（清）君、佐藤（衛）君、
横山君一鶴岡西RC

前回出盾率70．83％
修正出席数　　65名
確定出席率90・28％

ビジター憎霊歪妻荒壁葉琵…葦蓋蜃慧質草器碧雲警琵若＝蔑鮎呈C
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紀聞ロー∠宍リークラブ　創立昭34．6．9　承認昭346．27　353地区

例会場　鵠同市馬場t町　物産館31哲ホール
夙l会日　雀毎週火曜日　午后1230′）1．30

事務局　鴎同市馬場田丁　鴇岡商工会議所内　電0235（2215775

会長　佐　藤　　忠　　　亘幹事　吉　野　　勲

多点　　鐘

珍ロータリー■ソング　（奉仕の理想）

珍ビジター紹介

％会長報告

⑪臨時総会後理事会開催

焼失に伴う損失の弁済について、自主的にスマイルボックスに寄付する形で行う事に

決る。
⑪ひさごやのお見舞金のスマイルを本日膠いたい。

⑳24日情報委員会主催のファイヤーミーテングが実施され熱心にかつ有意義な会合で盛会
であった。

⑳各クラブより友情の見舞金届く。

鶴岡西、最上、尾花沢、新庄各RCより。
⑪高坂ガバナー宛発信その中で各RCのバナーの寄贈を依頼した。

％幹事報告

立川RC　　5月2日　認証式

鶴岡西RC　5月28日10周年記念式典
5地区適合年次大会10月1日　札幌市

多職業奉仕週間にちなんで　　職業奉仕委員長　三井　健君（後述）

多委員会報告　　親睦委員会

⑳津田君長女御結婚

○今野成行君子息アメリカ留学
⑳新穂光一郎君、佐藤衛君　御子息鶴南校入学

多出席報告

％点　　鐘

TO DIGNIFY THE HULnATI BEJrlG　　人間に威信を．′
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職業奉仕週間にちなんで　　　　　　　　　　三　井　　健　君

3月中に職業奉仕の週間をもつ様に地区で決定して居りますので本日その時間を持ちたいと
思います。

私本年度職業奉仕委員長を命じられ困惑したのでありますが、他の国際奉仕や社会奉仕に比
べますと非常に漠然とした感じがしまして－一体どの様な事が職業奉仕なのか考えたのですが、

事例集を研究する以外ないのではないかと思ったのであります。幸い地区の早坂委員長が昨年
秋、地区の事例集を作られましたので皆さんにもお分け致しましたがまだ残があります。
先日の火事で焼失しましたが今般早坂さんより20冊御寄贈を頂きましたので未だお持ちでな

い方、特に新しい方は是非共一読をおすすめ致します。
本日事例集より2つ程事例を取り上げましたのでこれを御参考として後で活発な御意見御討

議をお願い致します。

会津若松西R C
靴販売　　手代木　孝　八　君

四つのテストに力を得て

先日高坂ガバナーの公式訪問があり「ロークリ
変感銘を受けました。今日は焦点をしぼり自分に

の原点に還れ」についてお話しがあり、大
って「職業奉仕の原点に還れ」とは一体ど

う云う事なのか？考えた事の一端を申し述べたいと思います。2つの問題に大きく分けられ
ると思いますが、1．消費者志向の原点に立つ。2．

1番目をより具体的に集約しますと、消費者は
日開店をいつも思い出す。
より良い品を、より安く、より豊富な中か

ら選びたい」と云う事なのではないでしょうか。「より安く」と云う事で一寸失敗談を申しま
すと、数年前迄、安い事だけがお客様のニーズであると思っていた私は、売出しで安くしてお
客に喜んで戴き、店も売上の増進になる。従って売出しにつぐ大売出しを重ねて．それが商売
なのだと思って居ました。そんな時あるお客様からttコウハチさん、今度売出しはいつです
か？’’tt今日は売出しでないの？’’と云う質問を受けました。その後売出しをしても売上げの

伸びが前程でなくなって来た時、なんとなくその言葉が気になり出しました。でも止めると売
上が落ちると思い、悩みました。そんな時ロータリーに入会する事になり、R情報の方々から
四つのテストの説明があり、その中の「みんなに公平か」が一番引っかかったのです。売出し
のお客とそうでない普通の日のお客を較べて公平かどうか？むしろ大部分のお客様に差別して
いたのではないだろうか。「みんなのためになるかどうか」では売出しで忙しく又安くしたと
云う事でサービスが悪かったのでないか。「真実かどうか」では売りたい為、チラシについ誇
張がなかったかどうか、どれをとってもショックと反省の一日でした。目がさめたとはこの事
でしょうか。

四つのテストに力を得て、それ以来売出しを殆んどやらなくしました。一部のお客に損をし
て安くするより、全部のお客にその分毎日出来る限り安くLようと思いました。今迄の安さば
かりを訴えるのでほなく鮮度も高く、或いは豊富な中から選んで戴ける様、日常のサービスに

努力しました。その後心配した売上げが減る所か前期、今期と大幅に増えているのにビックリ
して居ます。これもロータリー入会のお蔭と本当に感謝して居ります。
私の職業上にとってもう一つのショックはやはり数年前F．M．Cの一員としてアメリカのロ

ータリアンの各家庭に厄介になった時の事です。靴に対する意識が日本人と全然違う事に驚き

ました。靴は体の一部分であると云う認乱靴を大事にする事。（それは足を大事にする事に
つながる）それと米国でかつてあれ程吹きあれた流通革命の後、多くの靴店が、どの大きなシ
ョッピングセンターの中にも、大スーパーや百貨店、ドラッグストアと並んで堂々と、専門店

として立派に生き残っている事実。これ等の事は私に大きな希望と自信を与えて呉れました。
私はまだ苦労と勉強の足らない2代目ですので「木目開業」の苦しさほ分りませんが、父に

従い各店を開店して参りました。開店前の借金を一杯背負い、果して売れるかと云う不安感、
でも何か張りつめた充実感、開店に間に合うかどうかいらいらした徹夜の苦しさ、やがて開店
どっと入って来られるお客に対する感謝の気持さまざまな思いが去来する訳です。そのお客様
に対する誓いと、すがる様な感謝の気持ちを、いつまでも忘れないと云う事なのではないでし
ょうか。時あたかも深刻な不況。これから高度成長は望めないと云う難しい時代。自分にとっ
てこの体験を大切にし、今こそ四つのテストをバックボーンにして会社の発展に努力して参り

たいと思います。それが住み良い社会をつくる道につながる事を信じつつ…‥・。

ー
と
い
本
「
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いわき小名浜RC

計理士　　渡　辺　清　匡　君
職業奉仕への道

私がロータリークラブの会員となって、既に10余年となりますが、今だに、どうもしっくり
こないのが「職業奉仕委員会」の存在意義とその委員会活動の本質を会得することであり　ま
す。入会当時「そもそもロータリーで言うところの奉仕とは……」と幾度だか説明をききまし
たが、今思うと、説明する先輩クラブの方達も本当にはよくわかっていなかったように思われ
ます。それ程に、仲々不得要領の形で2年、3年と過ぎ、10年経ってどうにか「奉仕」という
ことは、自分なりに理解したつもりですが、職業奉仕ということは納得出来ても、職業奉仕委

員会と云うシステムは何をどの様にすることなのか？　全く不可解で居る次第です。
そこで、私は、ロータリークラブで言うところの職業奉仕という活動は、委員会活動とか委

員会としての奉仕等は考えないことにして、つまりあてにしないで、自分みずから常に奉仕す
ることにきめたのです。先ず職員には

。職場は自己鍛練の道場と心得よ。
0業務に忠実なことは、即ち社会に奉仕する最大唯一の方法と心得よ。

と示達して既に25年になるが、この精神がロータリーで言う「職業奉仕」なのだと勝手にきめ
つけて、持続して居るのです。

今では、お蔭様で、職員も10名程になりましたので、週番制をとり、その週番の発声で毎朝
「四つのテストを唱和する様になりました。週番の反省（土曜日）には、四つのテストを規範
として行なわれて居る次第です。私の職場にこの様なムードが生まれたのは、ここ3、4年の
ことですが、外にあっては、関与先の資金繰りのアドバイス。経営分析の見方の説明。企業の

自己診断の方法……等。従来全く手につけていなかった分野に、白から進んで、関与先の経営
コンサルタント的助言、或は、関与先の防衛にと隈を向けて来た姿に、私がロータリーでいう

奉仕の一担い手であるとするなら、どうやら片腕には程遠くとも、一本の指位には成長したな
と考える様になりました。伝教大師の「自利とは利他をいう」という教えに、自ら信を体得し
て、実践することこそ、洋の東西を問わず、真の「職業奉仕への道」というべきではないでし
ェうか。自己本位的な発想を廃除して、徹底して人様のために、という念願が無意識の中に、
行動として具現出来る様になりたいと、最近では般若心経の読講に一日一日の職業奉仕を心が
けているつもりです。終りに、職業奉仕は、一人一人が白から進んでするもので、委員会を頼
りにするものではないと提言して、潤筆いたします。
以上2つの事例を発表しましたが皆さんの御職業を通じての御意見をぜひお願い致します。

会　員　意　見

安藤定助君

私はロータリーに入会して18年になりますが手代木氏と同様ロータリーに入って初めて自分
の職業の価値とか鉱金業界はどうしなければならないか、地域の鉱金業界をどうしなければな
らないか等真剣に考えたのです。職業奉仕についての種々の勉強や四つのテストに教えられて
私なりに努力をして県内の鉱金業界に呼びかけて組合を結成したり、又その組合が全国的に注

＼｝　　目される迄成長した事を考えますと、私はロータリーに加入した事に心から感謝するもので

す。

小池繁治君

店の店員によく話をすることですが、物を売るという事ははっきりしたものの考えを持たな
ければ出来ないと思います。農家の人が米を作るという事には誰れもが価値を認めてます。工
場で物を作ることにも価値を認め何の抵抗もなく給料を貰ってます。

本屋は東京の問屋から本を送って貰いそれを店頭に飾り何がしかのマージンを得てそれを提
供するのですが、果たして意義があるかどうか考えさせられます。ですからよく理解させない
といけない訳です。物を生産すると云うことは工場で出来ます。自動車の組立は鶴岡でなく太
平洋の真申で行ってもそれなりの価値があります。しかし小売店、本屋などはその地域をはな
れては出来ません。その地域のニードに副って満足を与えられるものを揃えて捷供するもので
生産と異なり地域を離れては存在しないと思います。それだけにプロとしての努力が必要とな
ります。大工さんはより能率を上げるためにカンナの刃をとぎ、鋸の目立をします。しかし本
屋にはこの様な手段はありません、どの様な手段を講じなければならないかと考えさせられま
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す。
やはり新聞を見て現在の流行を知り、又ニードを調べてそれに応える等がそれ等に準ずるこ

とであろうと思うし、又それらをよく教えてやらねばならないと考えます。それが職業を通じ
ての奉仕になるのではないかと考えます。

早坂源四郎君

職業奉仕の事例集の表紙を見て下さい。人間に威信を．／　と書いてあります。つぎにロータ
リーの目的つまり綱領が書いてあります。日的なしに昼食とるのがいわめる昼食会です。ロー
タリーには目的があります。英文を訳したのですから非常にむずかしいと思いますがよく内容
を理解して欲しいものです。これがロータリーの哲学です。

次に四つのテストがあります。これはより簡単に仕事が出来ないかという事が教えてあるも
ので、ここにはロータリーのすべての真髄が示されているのです。職業を通じ奉仕する精神が

盛り込まれて居ります。従って私達はよくこれ等の事を理解しなくてほならないと感じます。
職業事例集を先輩各位に贈墨しましたところ読書感と云うことで手紙が届いてますので御披

露致します。

校本兼二郎君（元RI理事）

およそ物事は何に限らず悉くそうだが、とりわけ職業奉仕においてはtt問題は事の大小では

ない、その背景をなす精神一心構え一如何にある”ということが、この事例集いたる所の行
間に溢れているのを見ました。

絹　川　　　清君（日本ロータリー連絡委員会常任委員）
tt同業者に奉仕しで’の項早速拝読いたしました。稲田君のお店は鶴屋吉信といい、私の家

から歩いてほんの十数分の近い所です。京都北RCの副会長もつとめた商売熱心な親切なお人
です。

私も預々理論は知っていても日々の行動に実践を以て表現出来ない様な人はRtn．として何
の価値もない人だと思っています。真に奉仕の精神を体得し之を日々の行動に実現してこそ真
に価値あるRtn・だと確信しています。口舌のRtn．は多いけれども、仮令小さな奉仕でも日
々実践しているRtn・ほ少ないと思います。比の意味から今回の御企画は最も時宜に適してい

ると敬服しています。

前　原　勝　樹君（第356地区′ミストガバナー）

貴地区職業奉仕事例集御恵送下され、感激を以て拝読いたしました。『ロータリーは行事で
はなく、生活である』の感を深めました。
拙著も経験いたしました編集は大変であったと思います。こうした事例集が出ることによっ

て次第にラクに出来るようになると存じます。

出　　席　　報　　告

；会員数　71名r　闇雲こ」禁発露恵警各式誤
州庸！出席数44名㌍贋藷覿郵

出　席　率60・57％！
l l

前回の出席と芸≡≡芸芸80●喜…≡

確定出席率92．96％

ビ　ジ　タ　ー

1．‾‾∴∴
－－鶴岡西RC

大川圭司君一藤沢RC
松田善三郎君、加藤広君、羽根田正吉君、半田勇三郎君一鶴岡西RC

嵐
井
藤
君
藤
迎

∴十∵
，
君
君
藤
君
原
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鶴岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

例会場　閑岡市馬場町　物産館3階ホール
夙l金目　短過りく曜日　午后12．30′－1・30

事務局　鶴岡市馬場町　鋳岡商工会議所内　電0235（2215775

会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　勲

多点　　鐙
珍君ケ代・ロータリーソング（奉仕の理想）

多ビジター・ゲスト紹介

％会員・奥様誕生祝（親睦委員）
多月間・年間出席表彰（出席委員）
⑳会長報告

⑳台中港区表敬訪問の費￥118千をスマイルより支出
⑳例会場備品購入費用は特別に徴収しない
⑳火災見舞金特別会計を設け、特別の費用はそれより支出する
⑳クラブ協議会、各委員長は義務出席です。委員長不参加の場合は代理委員必ず出席のこ

と

日　時　　4月13日　午后4時　　　　於　産業会館
議　題　　活動実績の検討と今後の活動について

⑳各クラブより友情の見舞金届く
酒田RC、遊佐RC、中央分区代理（渋谷）、高坂ガバナー

％幹事報告
⑳国際RC、ロータリー財団1974～75年度年次報告
奇相、柏西RC認証状伝達式

％郡山市における「インターシティーミーテング」の報告

副会長　鈴木弥一郎君　（後述）
珍会員スピーチ　　角田　　博君（新入会として2カ月）（後述）

珍青少年委員長代理　　定藤定助君
（最近のボーイスカウトの活動と現況）（後述）

％委員会報告（親睦委員会）
内山喜一君　入会満1カ年、昨年4月8日釈迦誕生祭に入会、この佳き日の入会を記念
して感謝のスマイルあり

多出席報告
多点　　鐘

TO】以GNFY THE HULVLAN BEJrlG　　人間に威信を・′
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郡山市に於ける第353地区の

インターシティーミーテンゲに於いて

副会長　鈴木弥一郎君

過る4月3日の日に第353地区のインターシティーミーテングが郡山市の善導寺文化会館に

於て郡山クラブのホストにて開催されました。当クラブよりは、早坂／ミストガバナー、三井先

生、石黒先生、吉野幹事、中江副幹事と私の6名が出席致しました。

高坂ガバナーより次期ガバナーの平松先生に歓送のことばあり厳しゅくな式典が行なわれま

した。平松先生は5月23日に渡米され6月の末にお帰りになる予定でロータリーの勉強に専念

致して参るそうです。

尚、次年度のガバナーの公式訪問の日程が決定致しましたのでお知らせ申し上げます。

7月19日　会長、幹事懇談会クラブ協議会

7月20日　当クラブ例会訪問

新入会員として2カ月　　　　　　　角田　博君

2月に当クラブに入会を認められ2カ月、最初の感想としては、「サスガ名門クラブだけあ

る」の一言につきます。格調の高い、ベテランロータリアンをずらりとそろえ、立派な運営を

しているクラブであり、入会を感謝しております。

先日、FSMに参加しましたが、真のロー一夕リークラブ、ロータリー精神について各委員長

さんから説明をうけ非常に勉強になりました。又みなさんがよく勉強なさっているのにはビッ

クリするやら感心いたしました。しかし私は前任地で3年半ばかりロー一夕リー生活をしてきま

したが、私がもし今回生れてはじめてRC会員になったとすれば、私は新入生として少し固ぐ

るしく感じたかもしれません。

私は先ず①RC会員として一日も早くクラブになじみ、70名の会員と親しくなり、②重要な

「例会出席」がたのしくなりたいと思っております。

ロータリークラブでは「奉仕」という言葉を多く偉いますが当電電公社では「電気通信を通

じて地域社会にサービスを提供する」等「サービス」という言葉を非常に多く使っておりま

す。電電公社の営業品目は電話をつけることではなく、「サービスの販売」であり、「コミニ

ケーショソ、トラヒヅクの販売」であります。したがって私はRCクラブで「奉仕」について

勉強させて頂きたいと思っております。

終りに当鶴岡市の電話事情をご説明申し上げたいと思います。当鶴岡市は明治41年12月21日

126名の電話で交換を開始しました。しかし現在（51年3月末）は

電話加入数　26，300（世帯数25，500）　人口100人当り　26．7個

であり、大体どこのご家庭にも電話があるようになりました。鶴岡電報電話局としては51年度

2，400個を増設し、当市では電話のない家がなくなるようにする計画でおりますので、会員の

皆さんの従業員、お知りあいの方で電話をほしい方があればお知らせくださるようお願いいた



850－41－3

します。

また、電報電話料金についてですが、現在電電公社の技術は今や世界最高のレベルにあり、

他国の追従を許さない技術をもっております。このように技術開発により、昭和28年1度数7

円を現在まで23年間据置くことが出来ました。しかし49年度からいよいよ赤字に転落し、今後

の技術革新、増設工事が困難となり、今回、値上げの法案を国会に掟出しております。これに

ついては、本日皆さんのお手もとにくはりしました線色のパンフレットにくわしく書いてあり

ますのでお読みいただきご理解を頂きたいと思います。ご静聴ありがとうございました。

最近のボーイスカウトの活動と現況

青少年委員長　中野　　清吉

1・中国童子軍総軍訪問表敬交歓

去る2月15日台車港区扶輪社姉妹盟約→周年記念表敬訪問の折、青少年委員安藤足助君は

日本ボーイスカウト山形県連盟理事として、副幹事中江亮君ご夫妻と同道、山形県ボーイス

カウト及び当クラブを代表し台北市円山大飯店に於て中国童子軍総軍（台湾ボーイスカウ

り事務局長陳忠信氏、副局長方純青氏、国際部長劉俄雲氏、前回世界ジャンボリー、派遣

団長葉金成氏に接見し公式表敬と交歓を行い、記念品や機関誌の交換、相互に地区主催のジ

ャンボリーへの招待を行い今後一層の交歓親善を約し、丁重な午餐に招待される等予期以上

の成果を得た。

この表敬交歓は中江君の令弟靡万応氏並びにその知友台北市立大直国民中学校長菓金成氏

円山大飯店総支配人陳坤章氏のご好意により実現したことに際甚の謝意を表します。

2・鶴岡市ボーイスカウト22名兄弟都市鹿児島市親善訪問

鶴岡市ボーイスカウトは昭和44年兄弟都市の盟約をむすんだ鹿児島市のボーイスカウトと

昭和41年8月岡山県日本原で開催の第4回日本ジャンボリーで初めて交歓し、爾来、昭和45

年8月静岡県朝霧高原での第5回日本ジャンボリー、昭和46年8月同会場での第13回世界ジ

ャンボリー、昭和49年8月北海道千歳原での第6回日本ジャンボリーと交歓をかさね本年は

交歓10周年を迎え、之を記念して南州翁の遺跡をたずね翁の精禅にふれると共に同市のボー

イスカウトの交歓を行い、ますます親交を挺めスカウト活動の発展を計るべく次の通り親善

訪問を行い、大歓迎を受け多大の成果を納めた。

期　　日　　3月22日（月）～24日（水）

派遣団　　団長　今野登古（県副コミヅシォナー）以下22名（中学生主体）

行　　事　　鹿児島市役所訪問、南州翁遺跡訪問、姉妹校訪問交歓、オリェソテ・－リン

グ、ボーイスカウト交歓（少年自然の家）、ミーテノブ、キャンドルサー

ビス、エキスカーション（桜島）、リーダーミーテング、レセプション等々

．　カブスカウト83名入隊

市内各小学校に呼び掛け、今春3年進学の児童を対象に去る2月29日恒例の「カブスカウ

ト一日入隊」を青年センターに於て開催したところ100数名の参加あり一日隊員と共にスカ
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ウテングやゲームの間に理解を深め、父兄には説明会と懇談を以て理解を深め入隊希望を纏

めたところ83名の入隊あり、地区幹部は地域のボーイスカウトに対する関心の高まりに驚き

嬉しき悲鳴を挙げ指導者の強化と一層のスカウト活動の強化を期している。

現在の地区のスカウト数　13回　23隊　約500名

⑳会員誕生

飯自祐倍君、今野成行君、佐藤宇一君、新穂光一郎君

命奥様誕生

阿部悦子様、市川芳子様、小花春子様、中江道子様、笹原郁子様、新穂瑠璃子様
山本イト様、横山富美子様

⑳年間皆出席

16年間皆出席

13年　ク

11年　〃

10年　ク

1年　ク

3月120％出麻

3月100％出席

安藤足助君、鈴木善作君
石黒慶之助君

佐藤　忠君

阿部　裏君
石川寿男君
小松広穂君、佐藤（友）君
54名

皆川君、阿部（公）君、阿部（裏）君、安藤君、張君、早坂（徳）君、飯白
君、石井君、石黒君、五十嵐（三）君、市川君、板垣君、海東君、玉城

君、風間君、小花君、嶺岸君、三井（徹）君、三井（賢）君、三井（健）君

森田君、角田君、中江君、中野（重）君、中野（清）君、小野寺君、石川
君、斎藤（栄）君、斎藤（得1君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）君、佐藤（順）君
佐藤（衛）君、鴛田（幸）君、笹原君、新穂君、菅君、鈴木（善）、鈴木
（弥）君、横山君、谷口君、手塚君、富樫君、上野君、清水君、山本君
薮田君、吉野君、内山君、山口君、中村君、迎田君、早坂（源）君、五
十嵐（伊）君

出　　席　　報　　告

本日の出席

会　員　数　　72名

出　席　数　　58名

出席率80・56％r

張君、早坂（徳）君、板垣君、玉城君、上林君

黒谷君、三浦君、斎藤（信）君、佐藤（衛）君、高橋

（正）君、高橋（艮）君、富樫君、薮田君、中村君

1前回の出席

前回出席率60・57％

修正出席数　　66名

確定出席率92・96％

メ一一ク

アヅプ

ビジターl白崎伸二、大屋昭二、小林忠康、
【

張君一束京北RC　笹原君一仙台RC
薮田君一気仙沼RC　三井（徹）君一郡山RC
阿部（宴）君一酒田RC　菅原（辰）君、皆川君、
半田君、五十嵐（三）君、小花君、迎田君、今野君
嶺岸君、森田君、中野（清）君、斎藤（信）君、佐藤
（衛）君、佐藤（友）君、鷲田（幸）君、菅君、清水君
山本君一鶴岡西RC

佐藤拡、松田善三郎一鶴岡西RC
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閉岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

例会場　鶴岡市馬場田丁　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　午后12．30′～1．30

事務局　碍岡市馬場田丁　零ぬ岡商工会議所内　電0235（2215775

会長　佐　藤　　忠　　　幹事　吉　野　　勲

％点　　鐘
％ロータリーソング（我等の生業）

％ビジター・ゲスト紹介

珍新会員　板垣広志君　㈱板垣鉄工所社長　　紹介者　新穂光一郎君
％会長報告

㊥新会員の委員会所属　石倉健司君、板垣広志君（SAA）
⑳菅原辰吉君（著述業）と職業分類を変更
⑬鶴岡桜の会　桜木保存育成と郷土の美化運動の趣旨、進んでご入会を
⑳交換学生、斎藤太一君の近況着便（後記）
⑳例会場火災見舞金届く　八幡RC、天童RC
㊥クラブ協議　第一会議室にて本日4時より開会、各委員長は義務出席です

珍幹事報告
㊥酒田東RC　4月22日12時30分　妙　法　寺
⑳山形南RC　4月20日　午後5時　亀　松　閣
冬山形RC　　4月28日　午後6時　四　山　楼
⑳北海道5地区連合年次大会案内着便
⑳白鷹RC会報着便

多委員会報告
やロータリー財団委員長　上野三郎君（報告2つ）（後述）
⑳職業奉仕委員長　三井　健君（職業奉仕四つの反省）（後述）
㊥親睦委員会

。張紹淵君　4月18日朝いなほ1号にて鶴岡を出発し、西ドイツのミューへソで開かれ

る外科学会で4月30日11時より講演し、5月1日ニコ」．一ヨークに廻り、ニュ
ープランズウィツタのクラー先生の病気見舞いをして、5月5日朝、天の川

で帰国する。旅行と留守宅の無事を祈ってスマイル。
0中野清吾君より　鶴岡日石本社々屋落成につき感謝のスマイルあり。
。東京銀座RCとバナーの交換

珍会員スピーチ　石黒慶之助君（歯科医療は何故に混乱するのか）（後述）
＠転載（マンガ読む大学生）菅原牧江さん
％出席報告
％点　　鐘

TO mGrlIFY THE HUMAN BEJrlG　　人間に威信を．′
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歯科医療は何故に混乱するのか

歯科医　石　黒　慶之助君

一昨年から昨年にかけ歯科医療について、差額診療、不正請求受診拒否、高額請求等々すべ

てが悪徳であるかのように宣伝され、現場の私共は医師としての良識と現実の医療体系の矛盾

に苦しんでまいりました。

そして解決は難しい要因が沢山積み重なっていますので短時日で改善されそうにもありませ

ん。更に歯科医と患者に不信感が高まり患者はおそるおそる受診し、歯科医は積極的に良い仕

事をやろうとする意欲を失うようになるかと先き行きが心配でなりません。

昨今のニュースでは、医療の改正に当り医科は4月より値上げとなったが歯科だけは値上げ

おあずけであります。更に今まで特殊診療については慣行料金との差額を法的に認められてい

たのが、「差額徴収は材料費の差額だけに止め技術料の差額は認めない」という厚生省の通達

まで出されそうな状況です。

これは歯科医にとって大変な圧迫であります。tt今まで悪いことをして来た懲罰だ’などと

考えては困ります。歯科医療は更に泥乱し迷惑するのは患者でありましょう。本当に寒心に耐

えません。

現在歯科医は全国で36，50昭位、山形県では3〕0名、鶴岡地区では34名でありまして大部分

が保険医の指定を受けているが、盈2年間位で生活保護医の返上、保険医辞退などが増加しつ

つあり、反社会的だという批判が多くなってまいりました。彼等は医学的良識をもって新しい

進歩した診療を行うには保険診療では無理であり、良い仕事をし切実な患者の要望に答えたい

と考えているようです。保険診療だけで生計を得るためには、点数に見合うような診療、即ち

粗診乱癖で1日に50名以上も消化するような診療となり、切角勉強した良い仕事が出来ないと

いう学術的良識に悩んだ結果、保険医を辞退するのだと云っています。

彼等の言うことは私も良く理解出来ますが、医療の社会性からとし、金の無い人は誰が診る

のか、毎月保険料を徴収されていても保険医が無くなってほ実際上健康保険制度は無いも同様

でありましょう。これは社会問題であります。

このような問題を起さぬようにと考えたのが差額徴収制度であったわけです。保険給付の枠

外で良い仕事（貴金属の使用、高度の技術を要する補てつ等）をやってもらいたければ自由診

療に切り換え、更に保険で認める捕てつ料をそれから差引いて支払う制度です。大変良い制度

であり．保険者も、患者も、歯科医も3着妥協による中道的な納得の出来る方法であったと思

ったのですが、この制度を露骨に利川した所謂悪徳歯科医が問題となり、tt差額徴収、即悪徳

歯科医’’のl¶象を生えるようになった。今回の中医協答申にはこれがヤリ玉に上った次第であ

ります。

一体保険診療に歯科の補綴を加えることは無理なのではないかと思います。患者は誰でも良

い材料で長つづきのする良く噛める、しかも美しくなるような入歯を望みます。そして自分だ

けは早く良く丁寧に診てほしいと念じます。これには相当な費用がかゝる筈ですが、これは保

険から支払ってほしいわけです。現在の体勢はこのよう多様化した国民の要望に対処されてい

ないわけです。先進国で歯科補綴を保険給付しているのは日本だけのようです。英国では以前

給付していたが巨大な赤字を生み中上L共産路ですら補綴給付は行っ〔いない。現に歯科医師
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会の調査では歯科医師の60％が補綴をカットしてほしいと望んでいるようです。

厚生省は歯科代表のいない場所で医療費をおきえつけ、一方附こ「差額徴収は材料費の差額

だけに限る」と通達を出そうとしています。この通達だけでは解決にならないでしょうし、マ

スコミの如何にたゝいても医療問題の解決は困難であります。

0絶対数の多すぎる歯科疾患への対策

歯科医師の教育制度、歯科衛生の徹底予防対策の法制化

0保険制度下の歯科技術料の適正化或は補てつ切り捨て

非採算点数の大巾改正、医療費の国際水準の是正

。歯科医のモラル向上

などが重要課題と考えられます。
一朝一夕で解決されるとは考えられませんが国民医療の立場から、歯学の進歩も採り入れ、

－　開業医にも報いられる医療制度の改善に努力せねはならぬことです。私共歯科医はまだまだ当

分の問、世の批判に耐え患者の不信感をやわらげるよう努力せねばならないでしょう○そして

歯科医としての良識と現実の医療制度の矛盾に苦しみながらも学問技術の研至酎こ努力すべきと

考えています。

今週中にも厚生省の通達が出る状況てすが歯科医業の経営も大きな減収となり門乏に耐えね

はならなくなりそうです。そして歯科界はまた毘乱しそうであります。どんな変化を起すか心

配しながら大いに関心を高めています。

然し私は「人間の尾大の幸福は健康である」ことのため職業に奉仕することを忘れません○

また「生きることで一番大切なことは人の悲しみを知ることである」ことを信じ毎日の診療に

励みたいと思います。

職業奉什委員長　　三　井　　　健

＝職業奉仕四つの反省＝

1・顧客に対して

最上の品質、最高のサービスを提供しているか

常に正直と親切を旨としているか

2．従業員に対して

彼等の長所を充分に認め、かつ買っているか

安全で快適な職場を確保しているか

苦情に対して公正な態度で対処しているか

自ら誠至、正直、善意の丁本を示しているか。

3・競争名に対して

公正な態度で接しているか

あなたは、行動をもって誠実を感銘させているか

彼等とともに事業水準の高揚につとめているか

4．協力者に対して

公平でしかも友情にみちた関係を保っているか
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いつも支払をよくしているか

以上は岐阜南RC、職業奉仕委員会の創業になるものですが、当クラブ会員もこの四つの反

省を、反省の資として参りましょう。

斎藤太一君の便り

鶴岡ロータリークラブのみなさん、お元気のことと思います。今になって考えるのですけど

世界一といわれるアメリカ人の生活を知るということが、いかにすぼらしいことであるか身に

しみて感じています。まだ自分で、はっきりといえないのですけど、自分自身、日本を出発し

たときにくらべると、たいへん変ったような気がします。日木へ帰る日も近づいています。と

にかく、アメリカにいる間は、日本のヤングとして頑張りたいと思います。では、また会う目

まで。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太一より

＝＝＝呆れたマンガ読む大学生＝二二（転載）

ベネズェラ・広島大学　菅原敏江さん

日本の大学は恵まれている

（り　日本の大学に来て一番驚いたのは、大学生がマンガを読んでいることである。呆れてしま

った。

（2）日本の大学生は余り勉強熱心ではないように見受けられる。まじめに勉強している人と遊

んでいる人との差が極めて大きいと思う。

（3）日本の大学は設備が大層良く整っており、自分がやる気になれば、いくらでも勉強ができ

全くもったいない程の設備である。べネズェラでは薬品などほ節約して用い、学校の器具を

損傷した場合は、自費で返済することになっている。

毎）日本の大学は男女の交際が自由で健康的である。母国では男女は軽々しく親しくならない

のが常識であり、交際は必ず人前ですることになっている。

（5）ウーマンリブなどほ私は大反対である。女性には女性としての天分があり、生き方がある

と信じている0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以　上）

本日の出席 数

軋＿＿」革－報　　告
73名！　l早坂（徳）君、五王嘉三i妄

55名！欠席者憎悪』、隻璽憲瞥▲達男（
笹原君、鈴木（弥）君、高橋（

75・34％

前回の出席』霊≡諾震芸80●喜≡芸
r確定出席率90．28％

ビ　ジ　タ　ー

津田君、富樫君、驚田（克）君

張君一束京銀座RC　薮田君一仙台RC
佐藤（衛）君一温海RC
板垣（俊）君、斎藤（信）君、富樫君、中村君

一鶴岡西RC

岡本悦衛君一束京王子RC　高綱博明君一山形RC
和島市太郎君一酒田東RC
菅原隼雄君、原田行雄君、上野十九治君、佐藤成生君、加賀山隆士君

一鶴岡西RC

）

員
席
席

会
日
日
・
i
出
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軽蔑岡ロー∠宍リークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

例会場　鋳岡市馬場田丁　物産館3階ホール
例会日　岳；週火曜日　午后1乙30′）1．30

事務局　鴎岡市馬場田丁　笹島岡商工会議所内　電0235（22）5775

会長　佐　藤　　忠　　　幹事　吉　野　　勲

多点　　鐘

％ロータリーソソグ（それでこそロータリー）

多ビジター・ゲスト紹介

珍会長報告
⑳去る4月13日産業会館に於て開催のクラブ協議会（後述）

㊥庄内地方緑化推進委員会（4月14日於庄内支庁）について

委員として会長出席し、本運動を推進するため協力することを話し合う。
⑳広報委員長の進藤君が転勤のため空席になってましたが同委員の三井賢治君に委員長を

お願いします。

⑳例会場火災見舞金届く　余日RC

％幹事報告
⑬東京、神田ロータリークラブ事務所移転のお知らせ

新住所　東京都千代田区九段北1丁目12－4

徳海屋ビル5階
㊨例会無断欠席のスマイルは次回の理事会に諮り決定する。

⑳会報着便　遊佐RC、能代RC

％名誉会員スピーチ　　鶴岡市長　白井重暦氏
（昭和51年度予算について）（後述）

％委員会報告

⑳新年度役員発表（後記）
次期会長　鈴木弥一郎君

命ローターアクト委員長　阿部　　案君

（昭和51年度鶴岡ユネスコ協会総会開催について）……後記

％出席報告

％点　　鐘

’TO　ⅨGNFY THE HULqArl BmG
人間に威信を．′



＝昭和51年度予算について＝

名誉会員・鶴岡市長　白　井歪暦氏

昭和51年度予算の概略について、ご説明申し上げます。本年度の一般会計は、86億3百万円
であります。去年の当初予算が74億円でございまして、従って10数億円の増加となります。次
に特別会計ですが、産業育成資金特別会計、市有林特別会計及び区画整理特別会計等の外に15
種はどの特別会計がありまして、これを合計しますと、34億円、外に企業会計として水道事業
荘内病院、これを合わせますと、総額171億1，100万円となり、概ね当市の規模は、一般会計で
86億円、その他合計で171億円余と云う予算の規模になります。

次に皆様からの市税が28億円、地方交付税が20億、計48億で、これが一般財源であります。
三割自治と言うことがよく言われておりますが、当市の場合、その理由に少々不明な点はあ

りますが、三割自治には当たらないと思います。時にこの財源を目的別でみますと議会費7億
2千万円、総務費13億円、民生費19億円、衛生費6億円、労働関係1億円、農林水産関係3億
3千万円、商工関係2億6千万円、土木関係10億円、消防関係4億円、教育関係16億円、その
他となっております。

市税28鷺円そっくり人件費
次に皆様が一様に問題とされるのが人件費で28億円。皆様から頂戴する予算税金はその殆ど

がこの人件費に廻っております。

次に物件費は7億7千万円、投資経費で皆様に還元するもの17億円程度に相成ります。なお
人件費は市税より下廻れば下廻るほど弾力性のある、バランスのとれた財政となりますが、当
市の場合残念ながら28億円の税金が即人件費に使われておりますので、他に交付税等で頂く20
億円程度の財源で、その他の予算を賄うことに相成ります。
今年の投資的経費で大きなものはあまりなく、申訳無い次第ですが、第6小学校の建設と西

部保育園の建設は計画しております。
なお国・県の事業で、継続事業ですがこれはかなりあります。その一つに金峰自然少年の家

は6月に開館される予定です。海あり、山ありの多彩なコースをもつ施設で羽黒、由良、湯野
浜等を入れますと、コースは8本くらい出来ると思います。大江町の造った少年の家はコース
1本で比較にならぬものです。

第六小の体育館は9月完成
第六小学校の第一期工薯は9月までに体育館を完成して500名くらいを、引き続き第二期工

事にかかりまして、これが完成しますと．．1，000名くやらいの収容となります。保育園はまだ着
手しておりません。これは国・県の補助が遅れているのが原因です。県の仕事では国立療養所
の掛こ、身体障害者の授産施設を造っています。今年中には完成の見込みですが、国立療養所
にはリハビリだけが完成しました。昔と違い在宅のまま動かさないで治療することと違いまし
て、ひとたび磯詑軍書を起こしましても、リハビリで充分治療致しますと、大体動けるくらい
になります。

その他病床について、現在150床でありますが、これでは近い将来不足を来たすことと思い
ますので、300床くらいを目標に努力して参りたいと思います。これも国の予算ですが、国と
しては予算の関係よりも定員法にひっかかるそうで一度に300床を設ける訳には参りませんが
切に希望し努力致します。

勤労者憩いの村、本体工事
次に七窪に出来ます勤労者憩いの村、現在設計中で本体工事だけで9億かかります。間もな

く着手の予定ですが、附帯工事は県と市で負担し経営は県になります。落成の暁には出来るだ
け多くの方々からご利用頂きたいと思います。
次に特筆すべき今年の事業でダム工事があります。もちろん国の事業で、事務所人員40～50名

くらいでダムの規模は荒沢ダムの2倍位です。庄内の広域水道として設備が出来ます。なお全
国での今年度のダム建設工事認可はここ1カ所だけで、その一つの理由に建設に当たり補償費
の少ないこと、使用する土地の殆どが国有地で、その利点が認められたことに起因があります
次に皆様に直接関係ないことですが、一番困ることに圃場整備があります。現在延100億円

を突破する経費で予算がつかず関っておりますが、昨年3億5千万円、後から少し追加して4
億円を少し超えましたが、51年度中に8億円から9億円を見込まれております。

7号練のバイパス早期実現したい
次に7号線バイパスの代替地の問題ですが、地主側の反対が強くて、たとえ代替地があって
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も解決は相当困難が予想されますが、現在の交通事情はどうしても解決せねはならぬものと思
います。依って200万円位で適当な土地がありましたら、市役所までご連絡下されば幸いと存
じます。先年内川改修工事の折、代替地を、17町歩の処8町歩確保の時点で解決した経験があ
りますので、この7号線のバイパスも是非成功させたいと念願しております。なお三川町との
道路設定の交渉もこれもまた難航しておりまして、一方また地権者との難しい交渉もあり、併
し何んとか円満に解決して7号線の交通を緩和させたいと思う次第でございます。
また今年から公共下水道の終末処理場工事に着手しましたが、これは下水道事業団が肩替わ

りしてやることになりました。当初の予算では8億円くらいでしたが4億円を追加しますが、
事業団がやりますと早目に出来ますので、今までは総需要抑制で2年くらいの遅れになるかと
思いましたが、1年くらいの遅れで完成の見込みです。

上水道第3次拡張工毒を進める
次に上水道第3次の拡張工事は全市にわたり、あと2年で大山及び旧市の新開地は今年の夏

までには水の出をよくするため全市に管を埋めております。それに高坂に給水塔を造る計画で
それが出来ますと、全市に自然流水で水道が流れる。5，000トン級の給水塔を造るには今年中
は少々無理で、来年一杯かかるようです。これが完成しますと、全市が鶴岡の上水道になりま
す。依って今までの簡易水道は廃止致します。海岸の旧豊浦地区は簡易水道でこれは別個にや
ります。しかしこれも5億円から6億円かかりますが、現在完成の域にありまして、あとは附
近の建物の整備をやっています。

三瀬地区は個人の配水設備も終わりまして、今は小波渡をやっており、これは今年中に完全
給水出来る体勢にあります。但し、これ等はすべて借入金ですので、何処まで続くか少々心配
ですが、今の工事は全部終わりまで遂行したいと思います。
あと新しいことには、その時、その時の考えでやります。またこの他に市庁舎、公民館、図

書館等の建設が目白押しに並んでいますが、日下のところ、これらの建設は無理であり、市庁
舎の建設は当分の問、あの木造のままでがまんすることといたします。以上

最后の活動へ・『行動しよう』　　　　会長　佐　藤　　　忠
－クラブ協議会（4月13日）の主な事項－

1・例会場火災時に焼失したバーナー（国内、海外）の補充について‥‥‥　地区内各RC
には6月開催の地区協議会の時にお持ち戴くよう事前に文書でお願いする。又海外につい
ても10周年記念誌等より調査し、予算のつく範囲内で文書で要請する。

2．親睦活動蚕の本年重点行事として5月下旬若しくは6月上旬に自然と親しむ会員家族会を
実施する。

3．例会時の食事数を把握するため欠席する会員は必ず事務局に連絡してほしい。叉他クラブ
にメークされる場合も事前に連絡して出席されることが望ましい。……SAA。

4・新入会員には是非自分の職業スピーチをやってもらうのが望ましい。……プログラム蚕。
5・第3回ファイヤサイドミーティングを5月中旬に実施。……情報蚕。

6・6月上旬に職場訪問を考える。…‥職業奉任委。
7・老人福祉に貢献しているホームヘルパーを例会に招待し感謝の記念品を贈る。……社会奉

仕萎。
）　　8・鶴岡盲学校生徒の水族館見学招待。……青少年委。

9・イソクーアクト地区大会（8月21日～22日　於善宝寺）とローターアクト地区大会（9月

4日～5日　於羽黒国民休暇村）
の受入準備について。

10・交換学生の受入態勢について。
11・財団寄附額の目標達成について。……ロ㌧一夕リー財団委。

昭和51年度鶴岡ユネスコ協会総会の開催について（案内）

鶴岡ユネスコ協会長　阿　部　　　案
大も草も、いっせいに芽がふきだし、気持ちのよい季節となりましたが、みなさまはいかが

お過ごしでしょうか。さて、このたび、下記のとおり、昭和51年度の総会を行います。万障お

繰り合せのうえ、ご出席をたまわりますようご案内申しあげます。
記

1．日　　時　　昭和51年4月26日（月）午后6時30分へノ午后3時
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2．場　　所　　鶴岡市中央公民館　グループ室
3．内　　容　（1）昭和50年度事業報告　（2）昭和50年度決算報告

（3）昭和51年度事業計画　　極）昭和51年度予算計画
（5）会則の改正・会費の増額・その他
（6）その他・理事会の設置（理事の選任）・その他

1976～1977　鶴岡RC　理事・役員・委員名簿

出　　席　　報　　告
張君、半田君、石井君、石黒君、玉城君、上林君、三浦君
（幸）君、笹原君、新穂君、石倉君、高橋（正）君、横山君、薄田君
富樫君、鷲田（克）君、清水君、中村君

整芸報墓；喜二繋頼鷲鼻毒遊蓋詣歪蓋義≡鷲嘉
ビジター順錯≡貰指し纂警誓書君示詰責書聖高鳥莞芸8



鶴岡ロータリークラブ会報

塾53
1976－4－27　物44

閉岡ロー二タリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

夙会場　鶴岡市馬場田丁　物産会官3階ホール
例会日　j毎週火曜日　午后12．30／）1．30

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電0235（22）5775

会二昆　佐　藤　　ノ忠　　　幹事　吉　野　　勲

％点　　鐘

珍ロータリーソソグ（手に手つないで）

多ビジター・ゲスト紹介

％会長報告
⑳観光地及び海岸の春の清掃美化運動について
㊨姉妹クラブ台中港区に祝詞を贈る
⑳鶴岡市ホームヘルパー18名へ感謝の記念品を贈る
⑳交換学生　伊藤久美さんよりお便り　（以上後記）

％幹事報告
⑳八幡RC　観桜会のため　4．28（水）6時　後藤屋旅館
⑳酒田RC　観桜会のため　4・28（水）12・30分　酒田産業会館
⑪京都西北仮ロータリークラブ設立案内着便
⑪温海RC　会報着便
⑳北海道5地区連合年次大会10月1日よりの参加者一応10名申込するので振って参加を

希望します

珍ホームヘルパーを激励する会
⑳挨　　　拶
⑳「老人とホームヘルパー」
⑳体　験　談

（性格と意見の相違）
（四十二才で全盲となる）
（老夫婦と公園の桜）
（七十六才恍惚の生活）

社会奉仕委員長　市川輝雄君（後述）
老人福祉指導主事　大川啓治様（後述）

ホームヘルパー　五十嵐うめ江様
ク　　　　渡部理津子様
ク　　　　菅原幸子様
ク　　　　的場　　祝様（以上後述）

多委員会報告　　親睦委員長　板垣俊次君
命会員家族親睦会を次の通り開催します。奮ってご参加を。

コース　大山園芸一関川

会　費　会員3，000円　家族2，000円　子供1，000円
（尚、後日改めて／、ガキでご案内いたします。）

％出席報告
％点　　鐘

TD　ⅨGNIFY THE HUMArl BEJNG 人間に威信を．′
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報　告　事　項
会長　佐藤　　忠君

①　観光地及び海岸地「春の一斉美化清掃（クリーン作戦）」運動の推進協力方について市当

局依板。　　4月25日～5月1日まで1週間～　社会奉仕部門で考慮してほしい。

③　姉妹クラブの台中港区ロータリークラブが5月10日創立5周年式典が挙行されますので当

クラブより祝詞をお送り申し上げました。

③　日頃老人福祉に献身されておられる鶴岡市のホームヘルパーの方16名いらっしゃるそうで

すが、本日は4名の方が見えてます。クラブ社会奉仕蚕の活動として日頃の労をねぎらい

感謝の記念品をお贈りします。

社会奉仕委員長　市川輝雄君

戦後、日本の家族制度が従来の大家族制から一転して子は子、親は親というように核家族化

し、その結果、良きにつけ悪しきにつけいろいろな社会問題をひき起こしています。

新聞やTVのニュースをみても老人の一人暮らしがもたらす悲劇はもう珍しくありません。

当地におきましても一歩裏に廻ればかなり深刻な問題になりつつあります。

今日は福祉事務所の老人福祉指導主事に、それらの実態をお伺がいし、更に孤独な人達の手

となり足となり心となって献身的な活躍を続けて居られるホームヘルパーの代表者4人の方に

生の体験をお聞きしたいと思います。

30分という短い時間では云いつくせない問題ですが、社会奉仕委員会としましては、会員各

位が忘れられ勝ちな老人福祉への認識を新たにしてもらうことが目的であり、そしてヘルパー

の皆様がなお一層、元気にお仕事を続けられますよう感謝激励致したいと存じます。

老人とホームヘルパー

ると次のようです。

望貿認諾書聖誓大川啓治様
老人福祉の既況

今日は伝統のある鶴岡ロータリークラブ853回例会のゲストとしてホー

ムヘルパーと共に出席させて頂きありがとうございました。

鶴岡市における老人福祉の現況について若干のべさせて頂きます。

最初に高齢者の実態を統計面から見てみましょう。鶴岡市における60才

以上の各才別の人口は別表の通りですが、これを昭和45年の資料と比較す

和　　45　　年

器芝l－ノ芸

昭　和　　50　　年

更齢引讐5描円対人口比伸び率
14，132人

8．11　9，408

96，986人l」竺」空空
9．7 122．6
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この表で分る通り、60才以上で昭和45年に比し2，918人の増、65才以上で1，737人の増で、年

々老齢人口が増加して居り、人口構造も以前のピラミッド型から「きのこ型」の構造になって

来て居ります。

山形県では、昨年6月1日に県下一斉に高齢者の実態調査を民生委員の協力で実施致しまし

たが、その結果表を見ると鶴岡市では、ひとりぐらしの老人が573人老人夫婦が872人、ねたき

り老人が124人で、これらの援護の手か必要とする老人が合計で1，569人となって屠ります。

次に老人福祉施策についてのべたいと思います。老人福祉法という法律が昭和38年7月に制

定され、老人福祉の方向が示されましたが、その骨組は次のようになって居ります。

①　保健医療対策

これには老人の健康を守る「老人健康診査の実施」とか、70才以上の老人の医療として

「老人医療費の支給制度」また、おとしよりの眼の病気といわれる「老人性白内障手術費

支給」などを実施して居ります。

（参　ねたきり老人対策

在宅で長年ねたきりの老人施策として「老人家庭奉仕員派遣事業」があります。実施主

体は市町村でその派遣の対象とされている方は、老更や、心身の障害、傷病等の理由でね

ている方で日常生活をやっていく上に支障のある65才以上の低所得の方とされています。

その仕事の内容は食事の世話、衣類の洗濯、生活品の買物、通院の手助け等家事や介護に

わたる外、一方おとしよりの精神面のよき相談相手として、生活や身上面での相談、助言

にあたって居ります。派遣回数は一世帯週2回以上とされて居ります。

現在鶴岡市にはホームヘルパー（家庭奉仕員）が16人居ります。このうち非常勤が8人

で約50世帯を訪問して居り、1人大体6世帯を担当して居ります。又、パートの方が8人

屠り約20世帯（1人平均3世帯）を訪問して居ります。

（さ　ひとりぐらし老人対策

ひとりぐらしの老人は年々増加して居りますが、市では現在、老人福祉相談員17人をそ

れぞれの地区に委嘱し、老人の安否の確認、相談や話し相手になって居ります。この方達

は一世帯に月2回訪問して居り、大体1人10世帯を担当して居ります。

又電話のない世帯が50％もあるため、緊急用の連絡と、安否の確認のため老人福祉電話

貸与制度を発足し、これらひとりぐらし老人に現在まで10台設置し貸与しております。こ

の電話と併行して愛のベルを協力世帯の協力で設置して居ります。

④　生きがい対策

老人の生きがいとして老人クラブの設置が活発化し、現在76クラブ6，000人のおとしよ

りが会員として活躍して居る。

⑤　施設福祉

在宅から施設に入所された老人は一般養護老人ホームの121人、体の不自由な方が入所

する特別養護老人ホームへ48人、計169人のおとしよりが施設で生活されて居ります。

以上、鶴岡市の老人福祉の概況を簡単にのべました。今後ますます増大する老齢人口と共に

福祉対策もきめ細かくまた充実されなければならないと思います。今後ともよろしくご協力方

おねがい致します。
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＝性格と意見の相違＝

ホームヘルパー　五十嵐うめ江様

私は現在5世帯を受持って居ります。鶴岡市

の場合、老人ヘルパーは、老人世帯と身体障害

者世帯を、オープンでやっております。

私の受持の内容は、身障の方、一世帯マッサ

ージの方で子供さんが一人おります。老人の方

は75才、81才、75才、75才の5名です。子供の

いる人でありながら、どうして一人で暮らさね

ばならぬのか、私は削こ疑問に思って居りま

す。

老人の一人暮らしの理由の一つとして、老人世代と、若い人の世代の相違、それからくる意

見ゐ相違、老人のものの考え方が古いの一言で若い人から押しやられて仕舞う。そのようなこ

とから一緒に住みたくないと言う老人が多い。

また一人のおばあさんの場合、長男が戦死して年金の生活、一人娘は北海道におり、孫まで

ありながら、一緒には暮らしたくない。何故？と云うと、性格が合わぬからと、親子でありな

がら、性格が合わぬ故に別居する。老人は寂しく他人の世話になり、一人暮らし、私達はとて

も、たまらない気持になります。また市内に娘さんが居りながら、一人暮らし老人、意見性

格、世代の相違がこのように多くの老人の一人暮らしを強いる結果を見るとき、全くやりきれ

ぬ気拝で胸が一杯になります。

もう一人のおばあさんは全く子供がなく、夫と死別後、難聴者となり、周囲の人々との会話

も余りなく、私の言うことも容易に聞きとれぬ状態です。それ故、補聴器を給付してもらいま

したが、その使い方を、いくら教えても覚えられません0何んとか覚えてもらいたいと、努力

しましたが、遂に駄目でしたもせっかくの補聴器も無駄になりました。それで次は福祉ベルを

取り付けてもらいました。そのベルの使用方法を手を取って説明し教えましたが、これもまた

駄目で、この老人は臼から自分の殻にとじこもり、白から孤独を招くような、この老人の姿に

は誠に寂℃いものを感じますが、もっともづと老人の気狩を察して上げることの必要をひしひ

しと痛感して居ります。

＝42才で全盲となる＝

ホームヘルパー　渡部理津子様

只今、老人家庭夫婦世帯と、全盲重症の方一世帯、計5世帯を受け持ちましてヾ週2回づつ

訪問しております。先程先輩の申される通り、現代の生活に馴れて頂こうと、食事などの折カ

ロリーのことなど、お話して栄養のバランスをとってあげようと思っても、昔からの食べ物が

一番気に入るようで、思うようになりません。
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また子供が7名もありながら、その子供全部から離れて暮らす老人、この老人夫婦を見るに

つけ、若い人もご自分だって何れ迎える老後のことを考え、年老いた両親が病気をしたり、怪

我をしたり、万が一の事を考えて、もっと処置の方法がありはしないか。若い人々の老人に対

する理解の不足が痛感されます。

次に全盲の方で、42才の人で、35才位までは、普通の社会人として生活して居られたそうで

すが、急に盲目となり、その当時の苦労多いお話、本当にお気の毒に耐えません。担当になっ

てから、その人のお気拝を出来るだけ察して上げるようにして、お世話をさせて頂いて居りま

す。

また全く身寄りのない、老人が一人おります。最初訪問の折は、非常に警戒されました。お

まけに話題が人の悪口や噂話が多く暗い感じの老人でしたが、最近は、とても朗らかになりま

して、テレビ映画の話やら、流行歌のことが話題になり、性格が明るくなって来た様子が手に

取るように判りまして、お世話の甲斐があったと、心から喜こんで居ります。

＝老夫婦と公園の桜＝

ホームヘルパー　菅原幸子様

私の担当は、身体障害者と老人世帯5世帯を週2回づっ訪問しております。老人夫婦2世帯

1人暮らし3世帯です。

夫婦世帯でおぢいさんが、昭和42年2月脳溢血で倒れ、同時に肺炎を併発して、以来2年間

の病院生活、安静を要する病人故、リハビリーの訓練も受けられず、遂に左半身不随となり、

私は昭和45年11月から担当になりましたが、只今は快方に向われて居り、寝たきりの不自由な

体ですが、せめてもの幸せは広い部屋から公園の桜が見えることです。老夫婦2人の生活です

が、子供さんは男2人、女1人、皆遠くで暮しておりますが、毎月送金があり経済的には恵ま

れた万々です。

次の夫婦世帯、84才のおぢいさんと78才のおばあさん、先頃までは元気で過しておりました

が、二カ月程前、おぢいさんが突然発病急救串で病院へ、そのショックでおばあさんも倒れて

仕舞いました。幸いおばあさんの方は軽く、間もなく全快しました。子供さんは3人、遠くに

おりますが、この度の急病には、交互に来て、看病に当られたそうです。

最近はお二人共元気になり、訪問するとお茶なぞ入れてくれます。このお宅も公園の近くで

桜の満開の頃は見事な眺めでした。長男の方へ転居が決定の由で、近々出発の様子ですが、来

年の桜の頃この老夫婦の来鶴を祈って居ります。

＝76才惚恍の生活＝

ホームへル／く・一　的場　　祝様

老人ヘルパーとして、最も日の浅い私は、先輩のご指導を得て、どうしたら喜こんで頂ける

かと精一杯頑張って屠ります。私は現在、身体障害者夫婦と子供2人、他に老人5世帯を持っ
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て居ります。

受持の中で、76才になる問題の老人をご紹介致します。最近恍惚がひどくなりました。この

方は昔は大層良い生活をされた様子で、とてもお酒落で、モダンなおばあさんです。先日鶴岡

病院へ治療に参りましたが、思うように参らず、近頃は私の訪問の日なぞ全く念頭に無い様子

です。自分の持ち物を置忘れる、仕まい忘れる、忘れたものを誰かの故にする、本当に不愉快

に思うことがあります。

他に92才のおばあさんが居りますが、この方はとても元気で気拝もしっかりして居り、恍惚

のおばあさんと比較して、健康とは年齢では割り切れるものでない事を考えさせられて居りま

す。

交換学生　伊藤久美さんよりお便り

拝啓　庭の花が続々と咲き始めました。もうすっかり春です。いかがお過ごしですか。

今週一週間は春休みなので毎日テニスをして楽しく過ごしています。18日はイェスキリスト

が死んでから3日後に生き返ったというイースターのお祭りだったのですが朝早く日の出と共

に迎えたサーモソ、頬が落ちるかと思われたおいしいディナー、楽しいイースターでした。

ところで3学期の成績表がわたされました。前学期より又、よくなっているようです。3学

期は9日間も学校を休んでしまいましたがこれはflceをひいてしまったためです。

8月には帰国ですが本当のところ帰国の事は考えたくたくない状態です。たくさんの友人た

ちの事を思うとどうも離米の日は地球が洪水になるかもしれませんよ私の涙で．′ではまた

追伸　ひさごやさんが火事になったそうですがロータリーの例会は大丈夫ですか？

出　　席　　報　　告

本日の出席；喜芸芸…；芸i欠席者

l出　席　率75．34％l

芦前回の出席

前回出席率75・34％

修正出席数　　66名

L確定出席率90・41％

メーク

アップ

阿部（公）君、張君、半田君、五十嵐（三）君、上林
君、黒谷君、三浦君、斎藤（栄）君、斎藤（信）君、
佐藤（衛）君、佐藤（友）君、佐藤（正）君、鈴木
（弥）君、高橋（正）君、佐藤（宇）君、谷口君、薮田
君、菅原（辰）君

笹原君一仙台RC

張君、半田君、石井君、石黒君、玉城君、鷲
田（辛）君、新穂君、横山君、富樫君、中村君

一鶴岡西RC

奥村知介君一習志野RC

上野十九治君、加藤広君、菅原隼雄君、林権之助君一鶴岡西RC

．‾＼＼‾＼＼－ゝ・＼、・←‾　　‾∴、L　′‾　－　1、、　　　－＼一・、－、　、‾、－、＼－、さ－　　‥

♂



鶴岡ロータリークラブ会報

亀S塾
1976－5－4　　－兆物．45

鶴岡ロー二女リークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

夙会場　鶴岡市馬場田丁　物産会官3階ホール
例会日　≠毎週火曜日　午后12．30′一1．30

事務局　鶴岡市馬場町　窪鳥岡商工会議所内　電0235（22）5775

会長　佐　藤　　思　　　幹事　吉　野　　勲

多点　　鐘

㊨国歌　君ケ　代　斉唱

珍ロータリーソング（奉仕の理想）

多ビジター・ゲスト紹介

多会員誕生・奥様誕生祝

多年間・月間皆出席老表彰

珍会長報告
⑬5月25日の例会を天神祭につき次の通り変更する。

5月23日　於温海町関川親睦家族会を例会とする。

㊥全日参加出来ぬ場合
鶴岡西クラブ　5月21日例会、又は5月23日　仝クラブて0周年記念式典に参加して下さ
い。

⑬例会場火災見舞金届く　立川RC
⑳張紹淵君　プルクサル着、会長及び幹事長宛便り着く。

⑳ひさごや村山貢氏より火災見舞の礼状着便。

％幹事報告
⑳会場変更　酒田東RC　5月6日　老人ホーム（松林荘）

山形RC　　5月19日　ハッピーミシン本社

⑳八戸RC　会報着便

珍スピーチ　　阿部　裏君（パラオ島の動物）後述

多委員会報告（親睦委員会）
⑳スマイル　富樫良書君、石黒慶之助君

命国際奉仕委員長　小池繁治君（英語研修会によせて）後述

多出席報告

多点　　鐘

TO mGNlFY THE HUMAN BEDYG 人間に威信を．′
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パラオ島の動物たち

阿　　部　　　　裏

実は、今から40年前、約1年半程、パラオ島に滞在したことがあります。一昨年40年振りに

参りまして、その変わりように、驚いた次第です。このたびは、刑瑚礁を主体にして、その他
の、動物の観察をこころみた訳です。

40年前と、島がどんなに変わっているか、昔を思い出しながら、コロール島を見て歩いた次

第です。案の定、余りの変わりように少々落胆して参りました。その変わった模様を思い出す

ままお話を致します。
パラオ島は、ご承知のように、太平洋戦争の時、アンガルム島、ペリリウ島の両島に、アメ

リカ軍が上陸しまして、ために日本軍は玉砕致しました。随分と激しい戦いであったと云われ

ます。日本海軍の根拠地のあったコロール島、ここは、昭和20年3月24日、25日の2日間、ア

メリカ海軍機による爆撃で、コロールの衛は、跡型もなく煙上破壊されました。南洋庁及び病

院等、立派な建物が、数多くありました、が、このたび見聞出来ましたのは、当時の建物の床
コンクリートの土台、柱の一部分と、僅かに当時の面影をしのばせる程度でした。時に動物の

ことですが、何分にも40年前のこと、当時の日本海軍の官舎とか、日本人の街の周りには、ノ、

イゼヅカス、プヅソウゲの垣根が2メートル位の高さで並んでおり、真紅な花を沢山つけて居

りました。毎日赤い花が垣根一面を飾り、とても美しいものでした。その花の垣根に小さな鳥

日本の雀位の大きさで、名を「蜜吸鳥」といいまして、長い噂で、その真紅な花の蜜を飛びな
がら吸う様は、とても美しい、可愛いいものでした。この鳥は、ブッソウゲの高い木の上の方

に巣をつくって、雛を育てる習性で、カナカ族の子供は、その雛をよく取ってくる。私はそれ

を頂いたことがあります。

ところが、このたびは、このブッノウゲの垣根も、戦火で焼けて仕舞ったのか、全く見当た

りませんが、戦後アメリカの占領下となり、アメリカ人の手で移植されたのでしょう。あちら

こちらに、ハイゼヅカスが植えられておりました。それは赤い花でなく、おそらく新品種と言

うのでしょう。黄色の花とか、花芯の長いものとかでありまして、何んでもハワイから移植し

たと云うことでした。全般的にプッソウゲも少なく、また「蜜吸鳥」も昔は、日本の雀のよう

に、群をなして居りましたが、只今では、この滞在中、やっと→羽を見つけただけで、本当に

淋しく思いました。
また当時は海岸の官舎の庭に、モモタマナの木に、「大編騙」が多数おりました。人間に害

を加える訳ではありませんが、余りにも大きいので驚きます。体長20センチ位、羽根を広げる

と50ゼンチ位になります。そんな大物が夕暮れ時、突然落下して来て、地上すれすれの所から

さっと飛び上がる。その様子を珍らしく眺めたものでした。その「大嶋幅」をカナカ族は大好

物で、吹矢で獲りまして、そのまま毛のムクムクしたのを食べるのです。大層美味で特に羽根
の付根は、ゴムのような歯ごたえがあって、一層よろしいとか。日本人では考えることも出来　＼、｝／

ません。その「大垢幅」もこのたびは、一匹も見ることが出来ず、淋しい限りでした。「大蛸

牛」アフリカマイマイも当時は沢山いました。タロイモの葉に吸いついて居りましたが、これ

も数少なくなったそうです。

湿地帯を好んで棲む「大姉暢」、全長1メートル余りもあり、突然発見すると気味の悪いも
のです。が人間には害を加えることもなく、また毒もありません。人の気はいがすると、すくや

逃げてしまい、これにもお目にかかれませんでした。「大姉錫」についてカナカ族は二二二二二「大

姉揚」は昔からのパラオ島の動物ではない。その昔、スペイン領時代（日本→ドイツ→スペイ
ンと3代前）鼠が大繁殖をしました。その折り「鼠退治」の一役として、「晰揚」を放し、一

応鼠退治の考えは的中、成功はしたものの、鼠が不足して食料に困った「大姉場」は鶏の雛を

獲るようになり困った末に、「大晰揚」対策として新手の「毒蛙」を放しました。ガマを食べ
た「大輔暢」は、蚕の毒で死滅、敵の無くなった鼠は、また繁殖を始め、現在島は鼠害に困っ
て居る模様です。
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戦争により、「ハイゼッカス」、「蜜吸鳥」、「大病暗」、「大桐牛」が姿を消し、戦後は
「大輔鳩」、「大毒蛙」が消えて行く。戦争とは人間とその生活だけでなく、自然の中の動物

植物をも、住み難くしてしまう。誠に悲しむべきことと、痛感いたしました。

以上思い出すままのお話、大変失礼致しました。

ー英語研修によせて一

国際委員長　小　池　繁　治

国際委員会よりご報告とお願いを申し上げます。
富士海外旅行KKよりこのたび次の案内が届きました。

「パシフィック大学」では、相互理解の重要性を認識し、その基礎となるべき国際教育に

重点を置いて積極的に取組んでいることで著名です。

総長のスタンレー・マッカフリー博士は、1966～69年の国際ロータリー第一副会長でし

た。日本からのロータリー会員子弟は大歓迎で設備の整った学生寮に収容し大学の優秀なス
タッフを講師として学習指導させ、英会話習得をアメリカ及びアメリカ人についての知識の

吸収とを、充分に援助するよう諸般の準備を進めております。ご安心の上ご子弟をお任せ下
さるようおすすめ致します。

尚、インターアクトクラブ会員も大歓迎です。

次にコースは

①　西海岸コース　　　　　7月16日～8月5日　　費用　39万円

③　アメリカ1周コース　　7月19日～8月川日　　ク　46万円

（7月19日～7月30日　パシフィック大学で英語研修会）

手続きの関係上ご希望の方は早目に申込み下さい。

⑪プルフサルの張君より会長及び幹事長宛の便り

何時もご指導賜わりありがとうご座居ます。お世話様でご座居ます。
ブルフサルに着き、丁度例会を訪ねましたら時間の変更で出席出来なく、その代りにバナー

を交換して下さいました。
この町は4万の人口で美しい町です。日本の田舎町よりもこちらが美しくきれいです。ドイ

ツは見るもの、やっているものには、使っているものには本当に無駄がないのに、なるほどと

教えられました。
このクラブの会員は36名、幹事が友人の平山君の親友だそうです。ご吸嫌よう。

⑳ひさごや村山貢氏より火災見舞の礼状

謹啓　此度の失火に際しましては、早速御鄭重なる御見舞いを賜わり誠に有難く厚く御札申し
上げます。

申し訳なき不始末にて御近所にも御迷惑をお掛けいたし皆様にまで御騒がせして何とも面目
なき事に存じますがただ弊店のみにて大事に至らなかったことが不幸中の幸となぐさめており

ます。不注意の段返すがえすも脚慨の至りでございますが、従業員一同怪我人もございませず

難をまぬがれましたこと悍りながら御解心下さいます様お願い申し上げます。
取敢えす略儀ながら書中を持って御礼申し上げます。 敬　具
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年会員誕生

阿部公一君、半田浩君、石倉健司君、市川輝雄君、板垣広志君、小花盛雄君、三浦悌三君

迎田稔君、中野重次郎君、佐藤友吉君

命奥様誕生

石黒常様、板垣菩美子様、崇谷貞子様、上野和子様、山ロマサヰ様

⑬年間皆出席

2年間皆出席　　風間慶三君
1年間皆出席　　山　口　　篤君

命4月150％出席　　2　名

五十嵐（伊）君、中江君

命4月125％出席　　6　名

早坂（源）君、石黒君、中野（清）君、佐藤（友）君、鈴木（弥）君、吉野君

命4月100％出席　　50名

皆川君、阿部（公）君、阿部（嚢）君、安藤君、張君、半田君、飯白君、石井君、五十嵐（三）君
市川君、板垣（俊）君、海東君、玉城君、風間君、小花君、小池君、今野君、小松君、嶺岸君
三井（徹）君、三井（賢）君、三井（健）君、森田君、角田君、中野（重）君、小野寺君、石川君

斎藤（栄）君、斎藤（得）君、佐藤（伊）君、佐藤（昇）君、佐藤（忠）君、佐藤（順）君、佐藤（衛）君
鷲田（幸）君、笹原君、新穂署、菅君、鈴木（善）君、横山君、手塚（林）君、富樫君、上野君
山本君、薮田君、内山君、山口君、中村君、迎田君、菅原（辰）君

出　　席・　報　　告

本。の出席i三言芸……芸1欠席者

l出席率71・23％j

安藤君、張君、石井君、板垣（俊）君、玉城君
上林君、嶺岸君、三井（徹）君、角田君、石川君
斎藤（信）君、佐藤（昇）君、笹原君、石倉君、
板垣（広）君、高橋（正）君、高橋（良）君、津田君
清水君、山本君、薮田君

】前回出席率75・34％

前回の出射修正出席数　94名l；ニ芸

l確定出席率87・67％■

斎藤（栄）君、半田君一立川RC
薮田君一仙台RC
阿部（公）君、五十嵐（三）君、佐藤（衛）君、佐
藤（友）君、鈴木（弥）君、菅原（辰）君

一鶴岡西RC

ビジター】阿部和生君‾山形南RC　羽根田正吉乳桜井瑞男君、井上彬君‾鶴岡西RC　と



鶴岡ロータリークラブ会報

も55
1976－5－11胸．46

鶴岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

例会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　雀岳週火曜日　午后12．30′）1．30

事務局　鶴岡市馬場町　閉岡商工会議所内　電0235（22）5775

会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　勲

珍点　　鐘

％ロータリーソング（我等の生業）

㊥ビジター・ゲスト紹介

多会長報告

⑳次年度理事会に於て国際委員長よりも報告あることと思いますが、ノールウェー合唱団
の受入、交換学生の受入等に就いて、準備委員会を作りたいと考えます。

⑫年次大会が北海道で開催されます。多数参加を希望致します。
⑳新年度委員長会議を次回例会（5月18日）終了後開きます。

多幹事報告

⑪天童ロータリークラブが移転

新住所　天童市大字老野森84　天童会館内
や郡山萬代グランドホテルに於て地区協議会が6月27日、28日の2日間開催、次年度幹事

義務出席です。
⑪鶴岡西ロータリークラブ10周年記念式典5月28日、多数参加を希望します。

多会員スピーチ　　　　菅原辰吉君　（後述）

⑳東京北クラブの話　　安藤足助君

珍ヨ一一一コッパ土産話　　張　　紹淵君

珍青少年委員会から　　中野清吾君

％出席報告

珍点　　鐘

TO】ⅨGNIFY THE HULnAM BEJrlG　　人間に威信を／
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米国研修旅行報告

菅　　原　　辰　　膏

一昨年米国研修旅行で非常にお世話になりましたので御礼を申し上げ、その時みたりきいた

り感じたりした事等を申し上げます。

私は外人の家に家族と一緒に暮らした事が始めてなので非常に強い印象をうけました。私の

泊った家はカリフォルニア州ロングビーチの教育長の家でありました。家族はへソズイ夫妻と

大学生の息子を入れて3人家族でした。私は12畳位の一室を与えられそこにはピアノ、テレビ

寝台、洗面所等があり、トイレ・バス付きでありました。家族用は別にありましたので生活は

気楽なものでした。

映画に出て来るような門から車で数分かかる二階のある大邸宅という豪奪なものでなく、米

国では中流の平家の普通の家でした。それでも自家用車は各自1台づつ3台車庫にあり、調度

品等立派で書斎等は学者らしい素晴らしいものでした。毎朝一かかえもある10数種類の新聞が

とどけられ応接室で主人と一緒にみるのですが6日間居たのに一度も交通事故がのっていない

のに驚かされました。

向こうでは歩くことが殆んどありません。毎朝へソズイ氏（向こうではへソズイ博士と呼ぶ

のが慣例でした）が車で送ってくれるのですが、色々話しかけ街の説明をしたり気を使ってい

ることがよく判りました。道路は広いし車道と歩道は全く区別され時々所々に字で（ドントウ

ォーク）と出たり先ず事故のないようあらゆる施設、設備が完備していると思いました。日本

では狭い道路の真申に一本の白い線で仕切りをしているがどこに行っても中央分離帯があり、

その上そこにはドライバーの気をやわらげるために乾燥に強い爽竹桃や色んな花が植えてあり

ました。時々パーフェクトェリアと道路の外側に余裕をもっとか、立派な道路だったと思いま

す。1回人身事故等起せば負傷者の賠償が高く、それを払えないものは直ぐに監獄行きだと言

って居りました。こういう厳罰体制と人命尊重の精神からか運転はことの外慎重でした。例え

ばこんな例がありました。

運転している前方に小さな3才か4才位の男の子が勝手に道路をチョコチョコ横断し始めた

のであります。そしたら彼の車は止まりそれに続いて他の車も皆とまりました。向う側にわた

り切ったのをみとどけて又走り出したのです。日本人のせっかちさではこんな光景は一寸みら

れません。一声もどならず仕様がないとニコニコ待っている様子はむしろ私からは心嬉しく思

いました。これですから向うでは殆んどクラクションの音をきかなかったと皆んなは話し合い

ました。そのくせ大丈夫な所では街中は約80血沈／b位、郊外は120んm／h位のスピードで走って

居りました。

朝食は簡単で果物と卵とコーヒー位です。たまにパン位少しつくが至って少食という所でし

た。一々奥様が卵はやきますか、蒸しますか、硬く、柔かくときいては調理するのです。一皿
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づつ必ずプリーズといってもって来る。主人は必ずサンキューと答えて受けとる。それがソー

スでも塩でもコップでもさじでも一十々プリーズといって、必ずサンキューと答えて受けとる、

実にきめこまやかな感じでありました。（我々の黙って静かにものを喰うのと余りに違うと思

いました。）

奥さんは作ったり運んだり、女中さん兼奥様兼母親という所で主人は定位置に坐った切り、

女性上位という感じはなく聞くとみるとでは違うという事がわかりました。唯、自動車にのる

時は奥様、僕の順で上性上位というより、女性を大切にして保護してよくドアーをしめて自分

が運転席につくという感じでありました。

喰べ終ってから主人がキッチンに皿等を運ぶと、それはサンキューの声がはずんで奥様から

かえって来るのがいいものでした。デコ」・一一イがよき社会人を目標として小供を教育する、家庭

ではよき協力者である、という様なことが伺われました。

昼はそれこそアイスクリームとかホットドック1個とか簡単にすませます。夜は実質的な晩

めしであります。一通りありますがその割には質素な感じをうけました。へンズイ博士は酒も

煙草もやらないクリスチャンでお祈り等して頂きました。（日本ではこういう人等ほ毎晩宴会

等あるのですが向うでは毎晩家族と一緒に晩さんでありました。）

盆栽が好きで庭一杯ありました。僕に説明するが余り解りませんでした。調子を合わせて合

づちを打っておりました。

食後は家族でテレビをみたり話し合い等しましたが大学生はほとんど毎晩アルバイトに行く

様でした。

京都に行った話等してお土産の夫婦茶碗をみせてこれはどういう意味かと聞くのです。武者

小路実篤氏の「仲良き事は美しき哉」と書いてありました。「グッドフレンドシップ・イズ．

ビュティフル」といってやりました。丁度貴方がた夫婦の様なものですよといったら喜んで居

りました。テレビ等みてはよく政治の話等したり山形県の大臣は誰かと聞くのです。ニクソン

はやがて監獄送りだと息子といい張り切るのです。善悪については厳しいものでした。自国の

大統領でもコテソパンにやっつける様な性格にあってはジェアファーソンが起草したアメリカ

の独立宣言を思い出しました。オープンデモクラシーを信ずる彼等の底知れない力強さを感じ

ました。神に対して悪いものは悪いとする彼等の文化はやはり罪の文化であると思い、日本の

恥の文化とは完全に違質なものをはっきりと感じました。

現在日本の学生は人を蹴おとしてもいい学校へ、いい大学へ、いい会社へといり風潮は困っ

たものであります。エゴでなく社会の中の個人。良い市民となる教育の根本は学ぶべきもので

ありました。永井文相も競争第一主義より助け合いの教育といって居ります。良くなって貰い

たいものです。

息子は勉強とアルノミイトで一杯の様で晩の11時頃迄ストアで働いて来ます。学校から帰ると

大声で奥さんがジョナヅスン（息子の名）と呼びます。奥の自分の部屋から息子はヤッと答え

る。洗濯物は出しなさい、お茶のみにお出でというと、その都度ヤッ、ヤツと答える、それが
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仲の良い親子の会話でありました。又はアルバイトに直ぐ行かねばならないとか、友達の約束

があるとか大声で返事をしている様子がいいものでした。いい息子さんだとはめると母親は相

好を崩して喜ぶのでした。奥様も週3日は幼稚園の先生として働きます。働くアメリカ人のヴ

ァイタリティにはやはり驚かされました。

白紙の国に自らの独立精神を建設して行く国民であるのをひしひしと感じます。一口でいえ

ば開拓者精神が家庭の人々の血や肉となってる感じでありました。とに角アメリカは広い東海

岸ではカリフォルニアシックがあるそうです。

映画やテレビでみる野蛮で下品なアメリカ人も居るが大半はそうではないのでないか。私は

良いアメリカ人をみせて貰った感じであります。

他クラブ例会出席と焼失バナー補充について

安　　藤　　会　　員

去る4月上京の折、帝国ホテルの東京北RC例会に出席し、焼失した同クラブのバナーをい

ただいて釆ました。実は日本の最初のクラブ東京RCのバナーもいただきたかったが、会場は

同じでも事務局が別で叶いませんでしたので、どなたか上京の折、例会は水曜日、帝国ホテル

ですので是非出席の上受領補充LSAAに御協力願いたいものと思います。

尚他クラブにメークされる方も是非同様の御努力をいただき早く焼失したバナーの補充を計

り友情交換のシンボルを整備してほ如何でしょう。

＝ヨーロッパの土産話＝

張　　　　　紹　　　淵

ご無沙汰いたしました。無事帰りましたのでスマイルをさせて頂きます。この度の学会はロ

ータリーで云う処の「職業奉仕」ロータリーの奉仕活動そのものでした。観光のような気分は

全くなく、実に充実した学究の旅でありました。

30日の日が学会の発表日でしたので、その準備に追われ寸暇のない有様でした。おかげ様に

無事この旅行を了えてこうして皆様にお目にかかれて、こんな嬉しいことはありません。心か

ら感謝申し上げます。

独乙に於ける学会への出席は初めてでしたが、その厳しさには誠に驚き入るばかりでした。

こんな厳しい学会の経験は初めてであります。発表の途中で質問あり、斗論なぞどしどしあり

ます。例えば、グラフなどの説明でも説明の内容、あり方が幼稚ですと問題にされず、説明の
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途中であっても、聴取者は外に出て行って仕舞います。独乙人の学問、研究に対する厳しい姿

勢と熱意には、教えられるものが数多くありました。幸に私の場合、質問も斗論もなく無事に

終りました。依って私のロータリー会員としての奉仕、職業奉仕も一応目的を達したことと自

負して居ります。

この度私の研究発表がどうして学会に取り上げられたかと申しますと、次のようなことも言

えるかと思います。例えばガンの手術の場合、外科医の立場からですと、思された部分を切除

して仕舞えば治ると言う誠に単純な考え方が従来大半を支配して居た様です。胃ガンのその患

された部分の切除、これは当然の処置ではありますが、切除したあとの胃を機能学的に如何に

処置したら、完全な状態に復せるか。と云う一歩前進の医学的立場に意をそそぐ必要を説いた

事にあったと思います。

胃の手術、切除と云う手法が施されるようになってから今現で100年になります。私は胃の

機能学的な面を研究して以来28年になります。ご承知の通り胃の手術は日本独特の手法で開発

されました塩田広重先生の前の、外科の大祖とも申せます。華岡青洲先生その流れ、その血統

を私も受けついで、頑張って参りました。今日この伝統と特徴ある研究の結果をこの度学会が

着目して、採用されたことと思います。このような学会の席に於いて、今迄研究発表された日

本人に京大青柳名誉教授、中山悦明教授のお二方だけで、この度の世界的学会の大ホ・一ルでの

研究発表の日本人は私が初めてであると云う事でした。それを聞きまして嬉しいやら恥しいや

ら、複雑な気持でありました。

学会終了後3日程の予定でニューヨークへ参りました。以前ロータリー会員のクラーさんに

面会する目的でした。クラーさんは私が国際委員長の折来日され、鶴岡にも来られまして、私

も役目の故をもって当地をご案内したことなぞあり大変懐しい気拝で訪ねました。クラーさん

は既に相当お年を召しておりまして、今はロータリーの会員ではありません。丁度日曜日でし

たので、お逢い出来るかと思いました処、フランクフルトから連絡出来まして、やっとお逢い

する時間を得ました。クラーご夫婦は大変菩こぼれました。クラーさんは来日当時の皆さんか

らの大歓迎を、心から感謝して屠りました。小花先生、三井先生、会長さん始め旧友の皆さん

へ呉々もよろしくと申して居りました。更めてお礼をお伝え致します。奥様は脳血圧で床に就

かれて居りましたが、クラーさんは大層ご元気で居られました。

次にこのバナーはブルックザール・プレヅテンのロータリークラブのものです。人口4万人

程の町です。ドイツ人は日本人程ロータリーに熱心ではないように思いました。バナー交換も

一苦労がありまして、私を案内してくれました独乙人の友人平山義雄氏（帰化人）の尽力でや

っと交換に成功した次第です。

以上の旅程で昨日帰国したばかりです。今は昼ですが、独乙やニューヨークは夜です。まだ

体調か整いませんので、少々頭がふらつき気味です。又いずれ折をみてお話をさせて頂きま

す。ではこれで終ります。



955－46－6

鶴岡盲学校生徒を加茂水族館に案内

青少年委員長　中　　野　　清　　書

毎年旨学校生徒（小学部）を加茂水族館、羽黒山にご案内いたし、学校での緊張感から解放

され楽しい1日を過すことが出来たと生徒並に学校当局からも大変感謝されて、今年で第7回

を迎えようとしております。

学校側の御希望もあり下記のコースを決定なりました。会員多数の御参加をお願いいたしま

す。

記

1・日　　　時　　昭和51年5月31日（月）

1・コ　ー　ス　　学校発（9，00）→石井梅造宅（新堀9．30）→大山園芸（10．40）→加茂水族館

（11・30）（昼食）→水産種苗センター→磯遊び（15．00）→学校着（15・30）

石井極道さんは全盲の方で色々な物を作る名人だそうで作品を展示してあります。又、水族館

で昼食後阿部先生の魚のお話15分間あります。

人　数　生徒25名　付添の先生15名　他　2名



鶴岡ロータリークラブ会報

もSも
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錦岡ロータリークラブ　創立昭346．9　承認昭346．27　353地区

別会場　鶴岡市馬場田丁　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　午后12．30′）130

事務局　蹄岡市薦場町　笹島岡商工会議所内　電0235（22）5775

会長　佐　藤　　思　　　幹事　吉　野　　勲

多点　　鐘
多ロータリーソング（手に手つないで）

多　ビジタト・ゲスト紹介

多会長報告
⑳例会日及び会場変更

5月25日（火）を5月23日（日）関川（金沢屋）1時より

⑬鶴岡西RClO周年記念
登録日・40～12・20　式典12．30～13・30　祝宴14．10～15・40

㊨第6回（最終）クラブ協議会の日時変更
6月15日（火）クラブ協議会を6月8日（火）に変更

⑳次年度活動計画書を6月1日（火）に次年度会長へ提出のこと。
⑳例会終了後、次期委員長会議

各委員会活動計画について

珍幹事報告
⑳会場変更　　八幡RC、大沢生活センター　5月22日（土）18時

遊佐RC、遊佐小学校グランド　5月25日（火）pM2時
山形西RC、山形グランドホテル2階　5月24日（月）PM6時

山形北RC、唐松観音　5月3∩日（日）AM9時
⑬東根ロータリークラブより会報着便

％次年度大会準備委員会について　　次期会長　鈴木弥一郎君（後述）

多会員スピーチ　鷲田幸雄君（後述）

⑳猪苗代RClO周年記念に出席して　小花盛雄君（後述）

珍委員会報告　　親睦委員長　板垣俊次君
⑳昭和50年度庄内地区高額所得者次の7名の方々より多額のスマイルがありました。

斎藤栄作君、驚田克巳君、佐藤正郎君、黒谷正夫君、早坂徳治君、石黒慶之助君、
迎田稔君

％出席報告
％点　　鐘

TO】ⅨGNiFY THE HULVIAM BEmG　　人間に威信を．／
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次年度大会準備委員会について

次期会長　鈴　木　弥一郎

次年度は種々事業計画がご座いますが、特に2つの受入準備委員と、2つの大会準備委員会

は、年度早々の事業でご座います。依って去る11日に次年度の緊急理事会を開きまして、準備

会の委員を、次の通り内定致しました。各位には何卒よろしく、ご協力の程お願い致します。
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『マ　ス　コ　ミ』と倫理

鷲　　田　　幸　　雄

最近、マスコミに対する風当りが強くなっております。特に問題になっておりますのは、

1・マスコミの公正中立の問題。

2・人権と表現の問題。

3・青少年の非行化とマスコミ。（性と暴力の扱い）

それは現代の社会＝大衆社会における自我の目ざめ、権利意識の拡大、という意識変革にあ

わせ情報化社会における情報の氾濫が複雑にからんでおこっていると思われます。

特に性の扱いについてはきびしく批判を受けているところであり、tt退座文化から子供を守

ろう”という共産党の提唱をはじめ警察庁における指導取りしまりの強化、地域婦人団体の環

境浄化運動、などいろいろな活動がきかされております。

マスコミの表現の自由とのから衣で、そうせっかちな結論ほいましめられるところであろう

が、よく座談会などで、「マスコミは一体何している。マスコミが一体連繋をとって本当にこ

の問題にあたっているのかどうか。全く野放しではないか。」など質問されることがありま

す。

この点について言えば、『マスコミ倫理懇談会』が組織されております。マスコミ全体の倫

理の向上と言論表現の自由の確保を目的として設立されたものであります。この他、マスコミ

各界では「新聞協会、放送番組向上委員会、映倫、日本雑誌協会、レコード製作管理委員会、

日本広告審査機構」など、それぞれの分野でこの問題について真剣に討議されています。

私の場合、NHKに勤務しておりますので、さらにNHKの場合について申し上げますと、

NHKでは週大体1，700本の番組を放送しているわけですが、番釦は野放しで送りっぱなしに

なっているわけではございません。制作現場には番組制作責任者が現場でチェックしており、

更には「考査室」というセクションで制作現場からはなれて客観的な立場からたえずチェック

しています。

番組の内容、表現が適切であるかどうか。台本、録音、録画、フイルム、スタジオリハーサ

ルの段階から事前に考査し、さらに多くの投書などの反響をふまえての事後考査をして個々の

番組について反省しているわけです。

それでは一体番組考査の基準は何か。番組のチェック・ポイントは何か。

それはNHKの場合、「放送法」によって設立された特殊法人であり「放送法」によって拘

束されるのは当然です。ここで放送法の中で番組にかかわる条文の一部を紹介しますと、
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第44条の中で

NH王亡は国内放送番組の編集に当っては次の各号の定めるところによらなければならない。

（イ）公安及び善良な風俗を害しないこと。

（ロ）政治的に公平であること。

再　報道は事実をまげないですること。

国　意見が対立する問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

このように述べられており

第3条「放送番組は法律の定める権限に基づく場合でなければ何人からも干渉され、又規律

されることはない。」

と番組編集の自由を保障しております。

この法の精神にのっとって番組を制作するわけですが、部内的にはさらに具体的に番組制作

の心がまえとして・国内放送番組基準・国際放送番組基準を定めております。

内容は13項目からなっており、②人格、人権、名誉0②人種、民族、国際関係。③宗教。④

政治、経済。⑤論争、裁判。⑥社会生活。⑦家庭。⑧風俗○⑨犯罪。⑬表現。⑪広告禁止。⑫

懸賞0⑬訂正放送と制作・考査の判断の基準が示されております。

その他、外部の意見吸収の場として、番組審議会、NIⅧ懇話会、視聴者懇談会などがあり

・その他、全国から一般視聴者の代表が指定された毎日の番組について素直な意見、感想を報

告してもらう一般モニター（700名）。特集番鼠の臨時モニター、学識経験者の専門モニター

（400名）。おります。

その他、全国から番釦こ対する投書、年間170，000通0それに新聞、雑誌などの反響をあわ

せて番組改善の参考にさせてもらっています0又「新譜審査会」がありまして、毎月発売され

るレコードについてその放送の適否を判断し公共放送としての品位の保持につとめておりま

す。

最後に時間が少しありますので・前にふれれた人権と表現について一言申し上げたいと思

言葉は歴史的背景の中に生きつづけるものと思いますが、昔、何でもなく使われた言葉が現

在では人格人権をそこない差別感や侮蔑感を与えるものになっているものがあ。ます。（女中

小使い、百姓、土方、坊主‥…・）0或いは肉体的・精神的障害を扱う場合（めくら、つんぼ、

ちんは、びっこ……など）その表現には特に注意し、身内の人々の気拝を十分に何度しなけれ

ばな。ません。又、不用意な発言（裏日本、日本のチベット、後進国など）によって傷つける

ことのないようにと戒めています。

そのため、いろいろと用語の言いかえ（お手伝い、用務員、農家の人、農民、僧侶）、（目
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の不自由な、耳の不自由な、足の不自由な）、（日本海側、岩手県北部、開発途上国）を図っ

ておりますが、問題は用語の言いかえで済むものではなく、我々番組をつくる者一人一人が本

当に人権を尊重するという気拝がなければいけないと思ってます。単的にこんな風に言ってお

ります。「人の嫌がる言葉は使うまい。」と。

「表現の自由」とよく言われますが、それも無制限な自由ではないと思っていますし、本当

に良識あるバランス感覚のある放送番組を目標に努力をつづけていきたいと思ってます。

猪苗代RClO周年記念に参加して

小　　花　　盛　　雄

一昨5月16日猪苗代RCの10周年記念式典に参加して参りました。非常に熱心な会員であり

親しい友人の佐析亘君のいるクラブだからです。この記念式典は非常にユニークな運営であり

まして、ご馳走は山菜料理が主で、舞たけ、ソグィ、ドーホ、また天ぷらでは椿の花、たらの

芽等々、私には大変珍しいものばかりでした。

記念事業のなかに、磐梯学園（精薄児）への図書寄贈、山火事防止に携帯用消火器26個寄贈

及び猪苗代高校卒業生で、特に学術優秀にしてスポーツの功労者を対照にして、本年度より猪

苗代ロータリークラブ質を設定したこと。又この10年間各年度に於いて優秀なる活動をした会

員の表彰、並びに会員の事業所に於ける優良従業員の表彰等がありました。

尚、この表彰状の文章、これ又、極めてユニークなものでした。掛こ友人佐瀬亘君は私の予

想通り最大級の表彰状を受領しました。

その表彰の文に日ク

＝＝「佐瀬なくして猪苗代RCなし」の言の如くあなたの功績は誠に鮮烈であります。その膨

大なる業績は偉大であり・・イ若しロータリーを知らんと欲すれば、先ず佐瀬を知れ」と吾等の

ロータリーソングであります。そして表彰者として会長、副会長始め会員全員の名前ある誠に

珍しい、素晴しい表彰状でありました。

次にバナーの交換をして参りましたので、ご披露致します。

バナー罠曽量のことば

ここ猪苗代は東京から特急で3時間余、もう郊外並である。

そこに比類のない山と湖が神代そのままの姿で待っている。秀峰磐梯に思わず襟を正し、天鏡
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猪苗代湖に母を想い、瑠璃色に輝く神秘の五色沼に停めは凡百の煩悩消滅して、ロータリアン

の基本型に復元すること妙なり。真にロータリアンとならんとする人は是非当地に来りて済度

されることを‥＝‥。

このバナトは天に『磐梯山』、地に』猪苗代湖』、人に『野口英世』（裏面の筆暁を御覧下

さい）、この天地人を黄金のロータリーマークで結合するという当クラブの理想を表現したも

のです。

いまこれを贈呈し『つくる友垣』たる光栄を得ますことを無上の喜びといたします。

RI第353地区

猪苗代ロータリ　ークラブ

出　　席　　報　　告

本日の出席

会　員　数　　73名

出　席　数　　49名

出　席　率67・12％

前回。出席j芸≡≡≡…78●………

l確定出席率93．15％

】ビジタ　ー

皆川君、阿部（公）君、早坂（徳）君、半田君、
清水君、吉野君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君
海東署、玉城君、上林君、風間君、小松君、
角田君、中野（清）君、斎藤（栄）君、斎藤（得）君
斎藤（信）君、佐藤（伊）君、佐藤（正）君、石倉君
高橋（正）君、横山君、佐藤（宇）君

メーク

アップ

阿部（裏）君、佐藤（忠）君一酒田東RC
板垣（広）君一八幡RC
笹原君、薮田君一仙台RC
五十嵐（三）君、斎藤（信）君、中村君、新穂君
横山君、内山君一鶴岡西RC

佐藤昭吾君、今野義介君一温海RC

佐藤成生君、羽根田正吉君、中野順一郎君、菅原隼雄君、中沢秀雄君
一鶴岡西RC
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鴎岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承∃忍昭34．6．27　353地区

別会場　鶴岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　孝義過火曜日　午后12．30′）1．30

事務局　観岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　盲冨0235（2215775

会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　ま熱

％点　　鐘

多ロータリーソング　（我等の生業）

％会長報告

⑳例会日と例会場の変更をご案内の通り、この関川の金沢屋に決定し、本日只今此処に参

りました。この山間の部落での一日を、山菜と名物のそばで、心ゆくまでご賞味の上、

楽しい一日でありますようごゆっくりご歓談の程を－

多委員会報告　　親睦委員長板垣俊次君

⑳新旧会員及びご家族の方々のご紹介も含めまして自己紹介を－　との委員長の挨拶に

引続き、席順に自己紹介があり、大変ユーモアに富んだ自己紹介に全員爆笑の連続でし

た。

国際委員長小池繁治君
命かねてご案内の通りパシフィック大学に於ける夏季英語研修会申込みの期日が迫りまし

たので、早目にご希望の方はお申込み下さい。更めてご案内致します。

㊨大山園芸農場及び関川の写真について

①　当日のヒ一口、一　山下貴寛君

（診　さつきの如く　大山農園にて

③　長老の乾杯　関川、金沢屋にて

④　ご満悦の新旧会長さん　関川にて

⑤　そばと山菜の味　関川にて

珍出席報告（会報にてお知せ致します）

㊨点　　鐘

TO D氾NFY THE HULVtArl BEJrlG　　人間に威信を．′
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当日のヒーロー　山下責寛君

長老の乾杯　関川、金沢屋にて

ご満悦の新旧会長さん　関川にて

花のお嬢さん　関JMこて
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方　言　　　　　　　学　名

フ　ジ　ナ………………ツガルフジ

山　ワサ　ビ…………＝‥‥ワ　サ　ビ

カ　タ　コ………………カ　タクリ

ノニンジン………………コ　シ　ャ　ク

ワ　ラ　ビ………………ワ　ラ　ビ

ゼソマイ………・＝……ゼソマイ

ア　イ　コ………………ミヤマイラクサ

キ　ノ　メ…………t…‥ミツバアケビ

カ　グ　マ＝……………・クサソテツ

コ　ゴ　メ…………‥・‥・キヨタキシダ

ヤマ　ブキ………………フ　　　キ

赤　ミ　ズ………………ウワバミソウ

青　ミ　ズ………………ヤマトキホコリ

ウ　ル　イ………………オオバギボウシ

シ　ド　ケ………………モミジガサ

シ　オ　デ…………・t…・シオデタチシオデ

ヤマ　ウ　ド………＝……・ウ　　　　ド

ダイモソジソウ…………ダイモソジソウ

方　言　　　　　　　　学　名

コシマプラ…………・・…・コシマブラ

フキノトウ………………フキノハナ

ア　ザ　ミ………………ア　ザ　ミ

ジ′　ユ　ウ　ナ………………ヤマブキショウマ

オオバキスミ　レ…………オオバキスミ　レ

ヂソタ　ケ………………チシマザサ

ク　ラ　ノ　メ………………タ　　　　ラ

シ　メ　ジ………………シ　メ　ジ

スギワカェ………・……・スギヒラタケ

ワ　カ　ニL………………ヒ　ラ　タ　ケ

キク　ラ　ゲ……………‥・キク　ラ　ゲ

カ　ノ　カ………………ブナハリタケ

ナ　メ　　コ…………‥…・ナ　メ　　コ

シイ　タ　ケ………………シイ　タ　ケ

マイク　ケ………………マイク　ケ

マ　ス　タ　ケ………………マ　ス　タ　ケ

ム　キク　ケ………………ム　キク　ケ

本日の出席

会　員　数　　73名

出　席　数　　29名

出　席　率39・73％

前回の出席 芸≡≡芸芸67●ニ；≡主；
確定出席率86・30％言

、張君、早坂（源）君、半
君、五十嵐（伊）君、市川
、上林君、風間君、小花

転諾貨）君毎諸君姦
君、斎藤（信）君、佐藤
、佐藤（正）君、佐藤（宇）
、清水君、高橋（正）君、
田君、中村君、薮田君、
野君、黒谷君

皆川君、斎藤（得）君、吉野君一立川RC
阿部（公）君、半田君、五十嵐（三）君、五十嵐
（伊）君、海東君、玉城君、風間君、小松君、
中野（清）君一鶴岡西RC
斎藤（栄）君一外国RC

讃
脚
誠
開
緋

、
君
，
、
田
斎
藤
、
口
口

君
井
君
君
角
、
佐
君
谷
山
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鴎岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

例会場　鶴岡市馬場田丁　物産館3階ホール
例会日　≠毎週火曜日　午后12．30（ノ1．30

事務局　鵠岡市馬場町　誓臨岡商工会議所内　電0235く2215775

会長　佐　藤　　忠　　　幹事　吉　野　　勲

％点　　鐘

％国　　歌　　君ケ　代斉唱

㊨ロータリーソング　（奉仕の理想）

％ビジター・ゲスト紹介

珍会員誕生・会員奥様誕生（後述）

％年間・月間皆出席者報告（後述）

多新会員　　丹下誠四郎君（親睦委員会所属）

（紹介者　安藤足助君）

％財団委員会　　財団協力日を今日に変更

準フェロー誕生　　佐藤友吉君

％会長報告
0今年度最終月であります。各委員会の行事末遂行があり草したら、今

月中に実行して下さい。

珍幹事報告
0会報到着　山形酉RC、石巻東RC、村上RC、山形南RC、

山形RC、山形北RC

％ゲストスピーチ　　本間儀左工門君（温海RC）（後述）

（サービスに就いて）

％出席報告

㊨点　　鐘

TD mGrqFY THE HuMArl BEmG　　人間に威信を．′
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＝サービスに就いて＝

温海RC　本間儀左工門

温海ロータリークラブの、設立特別会員石黒慶之助先生のご紹介を得まして、入会致しま

した温海RCの本間儀左工門でございます。

只今、寓国産の中央館を建設中で、その設計者、新穂光一郎さんが、当クラブのプログラム

委員長とのことで、新穂さんから自分の委員長のうちに、是非一度スピーチを、とのご要請で

したので、出向いて来た次第です。

何分にも入会5年目、大先輩の皆様の前で卓話なぞ、とても自信はありませんが、小学5年

生の父兄参観の心算でお聞き頂きとうございます。

旅館に関係のある話をせよ、とのことでしたので、常々考えて居ります「サービス」と云う

ことでお話を致します。和共旅館業は常にお客様からあの旅館はサービスが良いとか、悪いと

か、ご批判を頂いて居り、四六時中サービスと対決して居る様なものです。勿論こうしたこと

は、私共のみではありません。他の如何なるご商売も、サービスの面には細心のご配慮を傾け

て居らるることと思いますが、私共族館業に於けるサービスのありかた、考え方が皆様のご職

業の上に、何かお役に立ち、他山の石とお考え頂ければ幸と思います。

（サービスとは労役）

サービスとは労役と云うことであります。労働を通して代価を頂く、プロとしてその仕事に

従事し、有効需要に応える。これが労であります。役の方は、お客様のために、正確に、適確

に役に立つことであります。要するに、サービスとは、もう一面から申しますと、次の二つの

要素から成り立って居ると思います。その一つは、正確に事を処する。二つには、ホスピタリ

ティと申しますか。暖い心で、お客様に接する。この二つがサービスの二大概念と存じます。

昔は3・S・と申しまして　①スピード　②スマイル　③センタリティ＝にっこり笑って、

早く、親切に・．と申したものですが、現代では3．S．なぞと申しても、納得は致しません。私

共には従業員が100名握居ります。そのうちルーム係が45名で、この人達にサービスの板本義

を、判って頂こうと努力しております。依ってサービスとは何んぞやと、誇大に表現し、哲学

的に説明しませんと、真から納得して呉れません。要するに適確に事を処する。

それからホスピタリティ、親切に事を処する。そうしたことを、どうすれば身につけること

が出来るか、それを館内の勉強会を通して、その経験をお話し致しましょう。

先ず適確に事を処するには次の三つから成り立って居ると思います。

（1）基本的態度の訓練

住友金属社長の日向芳斎さんの随筆に「部下に用件を板もうとする時、その部下が、はい社

長、何んのご用件ですか。と不動の姿勢で社長から用件を聞く者でなければ、用件を正確に果

すことの出来ぬ者だ」と書いて居ります。基本的サービスの訓練とは、この不動の姿勢の出来

る人を育てることにあります0その姿勢の尚基本的な要素隼、服装、マナー、態度がありま

す。萬国屋に於いては、この点を重視して、同じ服装、同じマナー、同じ姿勢、この揃った処
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に美しきが表現されるものと思います。

（2）情報的サービスの訓練

概ね、お客様の滞在時間は、お着きになってから20時間と推定して居ります。その間に於け

るお客様の質問の内容、種類は300種以内であります。私共では、その300程を教科書として、

まとめたものを従業員に持たせてあります。

お客様の質問に答えられなかったら、その教科書を見てご返事するよう申しつけてありま

す。ルーム係の女性に、政治の話や、国際的な話を持ち出すお客様はまずありません。

（3）技術的サービスの訓練

部屋に於ける従業員の立居振舞いです。私が実際に客になり、幹部社長3名位がト試験官的

立場で採点致します。これには3日間に亘りまして、実施に行いますので、ルーム係としても

相当に緊張して、お茶を出す。手元がふるえて居り、年輩の従業員の方の場合お気の毒とは思

いますが、これも仕事です。正確に事を処するプロとしての訓練ですから、致し方ありませ

ん－。

次にホスピタリティ、この大事な信念をどうして持つようにしたらよいか。大変難かし－い事

です。このホスピタリティと云うことを、どう説明し解明すべきか、思案の結果私は、次の3

点を考えました。

（1）相手の立場、お客様の立場、同僚の立場になってものを考えること。

（2）許す心。100名からの従業員になりますと、トラブルは多いものです。お互に許し合い

の心、気持が必要です。高校出の若いルーム係が5・6名居りますが、ものが判るからとて、ホ

スピタリティを持って居るかと云うとそうはゆかぬものです。

ゲーテの「ベルフリンエスター」と云う小説の中のミニオソと云う物語に老楽師の細々と唄

う言葉に「涙ながらにバンを食べた者でなければ人生を本当に語ることは出来ない」とありま

す。本当のホスピタリティは、40才、50才と過ぎて、真に許す心が生れ出て来るものと恩も、ま

す。

（3）生き申輩、働き甲斐を思うと云う事です。現代のアメリカは多種多様の人種の集合体で

科学的経営学は世界一発達して居ります。人種が多様であるため、統一の必要からですが、そ

のアメリカの最大の悩みは、生き甲斐、働き甲斐の欠除にあると云われています。私は従業員

に、年に2、3冊の感動するような本を読むこと、又感動するTV番組を観ることを推めて居

ります。

感動、感激の感情は同じ感情の領域内にあっても、もっと深い局所から生じてくるもので

す。人生に感動する心を持ってこそ、本当のホスピタリティを得ることが出来ると信じて居る

からです。自分の仕事にプライドを持ち、旅館業は水商売とは違う、と私は信念を持って申し

ます。故に水商売と言う言葉を拒絶致します。

ロータリーに入会して5年、仕事を通して社会に、お客様に心から親切に奉仕する。このこ

とは常に従業員にも又私自身実践し、それでこそロータリーの精神に叶うことと信ずる次第で

あります。
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会員誕生

阿部嚢君、張紹淵君、石黒慶之助君、上林一郎君、小野寺清君、角田博君、高橋良士君

奥，様誕生

安藤美智子様、角田千鶴子様

年間皆出席

17年間皆出席　　小花盛雄君

13年間皆出席　早坂源四郎君

7年間皆出席　　手塚林治君

5年間皆出席　　市川輝雄君、佐藤順治君

5月150％出席　　4名

小花君、小松君、鈴木（弥）君、迎田君

5月125％出席　　9名

飯自君、小池君、三井（健）君、中江君、中野（清）君、佐藤（忠）君、佐藤（順）君、

佐藤（友）君、内山君

5月100％出席　　40名

皆川君、阿部（公）君J阿部（裏）君、安藤君、張君、早坂（源）君、石黒君、五十嵐（三）君、

五十嵐（伊）君、市川君、板垣（俊）君、海東署、玉城君、風間君、嶺岸君、三井（徹）君、三

井（賢）君、森田君、角田君、小野寺君、石川君、斎藤（栄）君、佐藤（衛）君、鷲田（幸）君、

笹原君、新穂君、板垣（広）君、菅君、鈴木（善）君、高橋（良）君、手塚（林）君、富樫君、上

野君，山本君、薮田君、吉野君、山口君、中村君、菅原君、黒谷君

出　　席　　報　　告

本日の出席

前回の出席

早坂（徳）君、板垣（俊）君、上林君、三井（徹）君

斎藤（栄）君、斎藤（信）君、佐藤（衛）君、石倉君

高橋（正）君、浮田君、内山君、菅原君

前回出席率39．73％

修正出席数　　55名

確定出席率75．34％

メ一・ク

アップ

風間君一東京南RC　笹原君一東京日本橋RC
薮田君一仙台RC　黒谷君一温海RC
阿部（公）君、安藤君、張君、早坂（源）君、石黒君
五十（伊）君、市川君、海東君、玉城君、小花君、
嶺岸君、三井（健）君、森田君、小野寺君、富樫君
山本君、吉野君、山口君、中村君、菅原君、角田
君一鶴岡西RC　斎藤（栄）君一外国RC

ビジター1奥村知介君一習志野RC本間儀左工門君一温海RC
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鶴岡ロータリークラブ会報

亀59
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症鳥岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

例会場　蹄同市馬場田丁　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　午后12．30′一1．30

事務局　笹烏岡市馬場田丁　鞠岡商工会議所内　冨呂0235（2215775

会長　佐　藤　　忠　　　幹事　吉　野　　勲

％点　　鐘
多ロータリーソング（それでこそロータリー）

％ビジターゲスト紹介
％新会員　諸橋政積君　諸橋医院々長（所属会員増強）紹介者　張　紹淵君
珍会長報告

⑪5月28日（金）於善宝寺、鶴岡西RClO周年記念式典
親クラブとして鶴岡RC会長外20名参列、12：30分点鐘13：50分まで式典
14：10～15：40分祝宴盛会でした。（会長祝辞後述）

⑳前例会後理事会を開催し、1977年規定審議会議員の指名について、地区ガバナーより文
書があったので審議の結果、次の方を御指名申し上げました。
（地区諮問委員会原案通り）
正　議　員　　バストガバナー　早坂源四郎君
補欠議員　　ガバナー　高坂知甫君

⑪本日2時30分より本年度最終（第6回）クラブ協議会を新旧委員長合同で開催いたします
⑳療養生活でお休み中の高橋正太郎君が九一年ぶりで出席、お元気になられお目でとうご

ざいます。
㊥荘内病院入院中の上林一郎君が、仙台東北大学病院に移られました。早期全快を心から

お祈りいたします。

％幹事報告
⑳例会時間・場所変更

㊥鶴岡西RC　6月11日（金）午後6時　ホテルニューユノハマ潮騒
＠山形西RC　6月14日（月）午後6時　山形グランドホテル2F
㊥本荘RC　　6月1日ヨ（金）午後2時　村岡旅館

⑳大曲南RC創立10周年記念式典
㊥日時51・8・28日（土）　◎場所大曲仙北国民体育館　＠登録料￥8，000

⑳会報到着　新発田RC、温海RC、酒田東RC、藤沢RC
⑳RIニュース、ロー－タリー会長・幹事への情報到着
⑳RC米山記念奨学会51年度米山奨学生一覧表到着

％ゲストスピーチ

山形大学農学部教授　　渡部俊三先生（後述）
京都大学人文学研究所員　ウイリアム・ケーリー先生（後述）

％出席報告
珍点　　鐘

TO】ⅨGNIFY THE HULnArl BEnG　　人間に威信を．′
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祝　　　詞

本日は創立10周年誠におめでとうございます。スポンサークラブとして、鶴岡ロータリーク

ラブ会員一同を代表し、心からお祝い申し上げる次第でございます。

10年前の昭和41年2月22日鶴岡クラブ例会に於て小花特別代表より西クラブ設立についての

お話があり、ここに西クラブ設立の準備が進められたのでございます。そして同年5月28日当

時例会場となった「みその」に於て21名のチャーターメンバーにより創立されたことを記憶致

しております。

翌月の7日には、栗本初代会長が私共の例会に見えられ、設立についてのご挨拶があったの

でございますが、今は他界の身となりこの盛大な記念式典に姿の見えないことは誠に残念に思

います。皆さんと共にあらためて同君のご冥福をお祈り致したいと存じます。

認証状伝達式は、確か農協会館大ホールで厳粛且盛大に挙行され、この善宝寺で祝宴があっ

たように記憶しております。

親クラブとしてお贈り申し上げたこの鐘も歴代会長によって1000回余鳴らされ、又ロー－クリ

一旗や国旗にもその歴史がしみこんでおるものと存じます。この10年の間、鶴岡西高インター

アクトクラブの結成や交換学生の受入を始め、財団寄付額1，100％という会員各位の若さと優

れた行動力による数々の奉仕活動に対しましては、全く敬服致すものでございます。

この10周年を節目と致しまして、更に稔りあるものにするため、情熱と思いやりを以て現在

の社会及び人間関係をより良くし、RI会長の示された「人間に威信を」持つべく親クラブ共

々努力して戴くようお願い申し上げ、貴クラブのご発展と会員皆様のご健勝をお祈り申し上げ

祝詞と致します。

昭和51年5月28日

鶴岡ロータリークラブ会長　佐　　藤　　　　忠

＝アメリ　カに旅して＝

山形大学農学部教授　渡　部　俊　三

私は庄内の生れであります。一昨年、突然でしたがアメリカの西部へ参りました。一年余り

の滞在でこの程無事帰国した次第であります。例え話に、象の鼻をなでて、象の全部を知った

かぶりをするということがでありますが、私の場合は、象の鼻毛をなでて、象のすべてをお話

しするような事になるかも知れません。その点ご容赦下さい。本日は丁度アメリカ東部の人で

すが、ウイリアム・ケトリーさんがご一緒出来ましたので、私の話の不足の部分を補って頂こ

うと思います。

私は文部省の在外研究員と云う制度により渡米したものです。在外研究員と申しますのは、

皆様方からの税金で勉強させて頂くような仕組のもので、故にその結果は当然の義務として、
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納税者であられる皆様に、ご報告せねばと参上した次第であります。

アメリカでの研究の目的ですが、私の専門は果物を作ることです。日′本の果物、庄内の果物

と、カリフォルニアの果物とは大変に違ったものがあります。研究の方は大差ありません。お

手許に配布の地図、これはカリフォルニア大学のもので、ご覧の様にサクラメント寄りの所に

デビス（Davis）と云う所、此処にカリフォルニア大学農学部のキ心ソパスがあります。その

キャソパスに、私と同じような仕事研究をしている人と一緒に勉強させていただいた次第で

す。勉強の話よりアメリカの大自然に接したお話の方が、より興味があろうかと思いますので

話題をその方へ移させていただきます。

今迄鶴岡から外に出たことのない私が、一足飛びにアメリカ大陸の西部へ、それはまるで、

魔法にでもかけられた様な気拝でした。丁度1月中旬の渡米でしたが、現地へ参りますと、日

本の3月中旬頃の気候でした。出発前に聞いて居りました現地の気候のことですが、雨の少な

い乾燥地とのことでしたが、何んと着いてから嘘のように雨の連日でした。3月一杯位降った

でしょうか。次は5月頃から11月頃まで、これが又、全く雨のない西部特有の気候となりまし

た。その間に一日だけ、8月の上旬に雨がありまして、降るべき時でない雨ですからこれは大

変な騒ぎとなりました。と申しますのは、乾燥地の条件の下に育った果物です。時ならぬ雨の

ために、実割れして売物にならぬものが30％位も出てしまい、これは主として、日本向けの桃

酢桃、葡萄の類です。
一年の中半年余りの乾燥期ですから、カリフォルニア地方の天気予報は気温、湿度が同時に

発表されます。湿度が40％になりますと、街路樹の青葉を取って道路に落しておきますと、夕

方には緑色の柏になって居りまして、中間に変化する酸化の余裕もない乾燥の厳しい土地柄で

あります。カリフォルニアの農耕地の広さは、日本全土位であります。中央に走る道路を中心

として、盆地の肥沃な平野が山裾にかけて、全米随一の農耕地帯として展開されております。

自然条件から風土の話に移りますが、私は住居を下宿屋に決めまして、土俗的環境を身を以

って体験しようと思いました。西部の人々の服装ですが、常には誠に軽快なもので、大学では

教授でもアロハを着用し、そのまま講義に出ます。学生もそれにふさわしい軽い服装です。映

画に観るような立派なものでは決してありません。服の製品なぞ日本製品が多く、うっかりす

ると、メードイン・ジャパンをお土産にしかねない処です。

家の構造なども極めて合理的に、質素なものです。人種が多種多様の故か、出身国の特徴を

表現した建物には興味がありました。

日本人の一、二世の方々が大学の教官をして居りまして、大変お世話になりました。一世の

方は日永の話を懐しそうに聞いて呉れますが、二世の万々になりますと、まだ一度も日本を観

た事が無いと云う人が多く、現在の日本の様子なぞ理解して貰えぬのは残念に思いました。

サンフランシスコやサクラメントには日本人も多く、日本料理店もあります。懐しさから食

事に参りまして、老日本人のお国靴りまる出しの言葉には心から更に懐しさが湧いて来るので

した。アメリカ、特に西部カリフォルニアに住む人々には、あの退しい開拓精神が今も脈々と

して、生き続けて居る様子を感じられました。時間がありましたら、スライドでもご覧に入れ

て、お話を進めたい処ですが、ケーリーさんの時間が参りましたので、これで失礼致します。
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＝庄内に来て＝

京都大学人文学研究所　ウイリアム・ケーリー

私はアメリカの大学院生で、社会人類学会の博士課程に席を置いています。博士論文の研究

に日本に来ました。課題を「近代稲作構造と農村社会との関係」を研究の目標と致しまして、

それを庄内と云う土地に焦点を絞り、次の様に3つの問題点をテーマとして居ります。

（1）庄内地方は部落ぐるみの協同施設で、優秀な地区と言われて居ります。それ故稲作の生

産組織を一応の研究の対照とした。

（2）農業用水のために赤川を支配して、水を利用する。渚漑排水の系統的構造の研究に意を

注ぐ。

（3）基盤整備事業は稲作のやり方と、農家経営を大きく変化させると言われて居ります。圃

場整備とか、土地改良には非常に興味を持っている。

以上の研究には、山形大学農学部の先生方や鶴岡、藤島町の方々から、大変お世話になり感

謝して居ります。

話が変りますが、私の父もアメリカでロータリークラブの会員です。ロータリー財団の国際

交流事業なぞよく知っています。鶴岡ロータリークラブの皆さんが、国際交換プログラムに参

加して居られることは、とても有難い事と思います。

尚、私が社会人類学会の博士課程の研究に、何故日本を選んだのかと、よく質問されます。

その理由として特に取り上げると、日本の精神的農業は、世界に大切なものを模範として示し

ていると云うことです。日本人自身は自分の農業のあり方を、困ったものだと思っておる様子

ですが、海外から見ますと、日本農業の成功の発展は学ぶべきものがあります。

又日本人の英語の勉強と西欧に対する知識は誠に敬服するものがあります。が一般のアメリ

カ人は日本社会に対して、まだ余り深い理解に達して居りません。理解しようと努力して居る

事実はありますが、私は6年前、7週間程日本に滞在したことがありました。その時はせいぜ

い「お早ようございます」程度の日本語しか出来ませんでした。しかし当時の日本の方々は誠

に親切でした。身に泌みて以来忘れることは出来ません。この度は妻と一緒に参りまして、日

本の良さが益々判ります。本当に日本は住みよい国です。これからもどうぞよろしくお願い致

します。

馬　　報　　告

本日の出席

会　員　数　　75名

出　席　数　　49名

出　席　率65．33％

前捌席儲蓋雲…喜：喜≡芸串．愚舅武器、佐鏑ラ京音爾
ビジターは望薫堅塁、佳撃落重一撃堅望至宝

佐藤昭吾君、阿部隆君、今野徳市君、斎藤五郎八一温海RC
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鶴岡ロータリークラブ　創立昭346．9　承認昭34，6．27　353地区

伊J会場　琉同市馬場町　物産館3階ホール
例会日　毎週火曜日　午后12．30′、ノ1．30

事務局　在烏同市馬場田丁　鞠岡商工会議所内　電0235（22）5775

会長　佐　藤　　忠　　　幹事　吉　野　；熊

％点　　鐘

％ロータリーソング（手に手つないで）

％ビジターゲスト紹介

％会長報告
⑧去る15日（火）pM2：30より第6回最終クラブ協議会を次期委員長を湛えて合同で開催

本年度活動報告と次期活動計画の概要について協議した。
（本年度活動報告書未提出の委員会は22日まで必ず幹事又は事務局まで）

⑳会員阿部裏君が本日朝NHK番組「この人を訪ねて」に放映＝動物生態学の研究家で
あり、又子供の科学する心と自然に親しみ、探究する心を培うのに努力されていること
が紹介されました。

多幹事報告
⑳例会時間、場所変更のお知らせ
酒田RC　　6月30日（水）PM6：00　相　馬　屋　6，000円

山形RC　　6月23日（水）pM12：30　殖産相互銀行本店4F
山形北RC　6月24日（木）PM5：30　亀　松　閣
立川RC　　6月24日（本）PM6：30　コミニティーセンター

⑳創立総会のご案内
日田中央RC　日田市上野町1～1日田雅叙園ホテル　　事務局　日田商工会議所内

命白鷹ロータリークラブより会報着便

多会員スピトチ　　西ドイツの生活　高橋良士君（後述）

珍委員会報告
く率ロータリー財団　上野三郎委員長

財団奨学生　菊地敏君より便り（後述）
4＞親睦活動委員会　板垣俊次委員長

阿部公一君　増築オープン
佐藤　忠君　全日本ビジネスホテル協会東北支部副支部長選任
斎藤栄作君　海外旅行より無事帰国

以上の諸君より多額のスマイルがありました。

％出席報告
＠点　　鐘

TO D氾NFY THE HUMArl BmG　　人間に威信を．′
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西ド　イ　ツ　の生活

高　　橋　　良　　士

近年、海外旅行者が急激に増加し、会員の中にも多数経験者が居られるようでありますが、
かって私が大学の医局におりました時期に、1967年から1968年にかけて当時比較的新しい分野

とされていた小児外科の研究のため西ドイツ、小児外科の権威であるブレーメン小児病院のレ
ーパイン教授のもとに家族同伴で留学する機会を得ました。

外国に居をかまえて生活し得たということは海外旅行とは又ちがった体験を得たものと考え
ております。以前会員スピーチで小児外科の専門的な事につきましてはお話しいたしましたの

で、本日は約8年も前のことでいささか古い謡になり恐縮で御座居ますが、西ドイツの社会生

活の一面をお話したいと存じます。

私共の居りましたところは、グリム童話のブレーメンの音楽隊として有名なブレーメン市で

ありまして、この都市は古くからハソザ都市として、ハンブルグ、リューベックと並んで栄え

た商都であります。

北緯530で、丁度カムチャツカ半島に位置し、冬は零下200にも達する厳しい寒さで、冬の夜

明けはおそく、出勤時の午前8時頃でも真晴で星を仰いで出勤したのを記憶しております。一

方夏は午前4時すぎには太陽が照りはじめ夜の10時頃でもまだうす明るいといった白夜に近い

状態であります。
1・ドイツの病院生活

午前8時より午前12時までが手術で、これが終ると当直医、当直看護婦、守衛を残して全部

自宅へかえり昼食をとり、ひるねをしてから、午後4時に再び出勤しレソトゲソフイルムに依

る検討会、回診が始じまるといった、我国の大学病院では全く想像出来ないようなゆとりのあ

る生活であります。

又、教授は病院内に個人の病室を有しており、これは全部教授の収入となりますので教授は

殆んど高額所得者にランクされており、我国の大学教授の収入とは雲泥の差があります。
2・ドイツ人の生活と気質
一般に質素で合理的であります。子供の朕は極めて厳しく、母親が路上で子供の顔をナグリ

つけているのにしばしば遭遇いたします。礼儀は正しく小さな子供でもきちんとした挨拶をし

ますし、市電やバスの窓にはl憧席は大人のために〝’’と表示したステッカーが貼ってあり、

何時でも子供は大人に席をゆずり立つ習慣になっております。
日常生活をみますと収入に応じた決っして無理のない、無駄のない生活と言えましょうか、

ブレーメンで友人となりました、ハノーバー工科大学出身のジーメンスの技師の家庭生活をみ

ましても、一流会社のェリート社員でかなりの収入があるにもかかわらず車なし、テレビなし

の生活です。

ドイツの長い生活習慣らしく夕方暗くなりましても室内の明りはなかなかつけませんで、窓

辺に出て来て外の光りを利用して読書や、仕事をしておりますし、テレビの放映時間も制限が

あります0買物にゆきましても包装紙や箱は極めて粗末で無駄なものには金をかけないといっ

た精神が浸透しているようです。

ここ2、3年来オイルパニックで節電やら紙の買いし削こ狂奔した我国と比較しますと、き

つとドイツではびくともしなかったのではなかったかと考えております。

3・ドイヅの社会生活
ドイツの都市における住宅事情は決っして豊かではなく殆んどがアパート生活ですが、建築

の規制が厳しく、我国のような安アパートはありません。市の中心部のアパートでも全部中庭

があり、私の住んでおりましたア／ミートの中庭は今時分の季節になりますと野鳩やカッコ←の

鳴声で目がさめるといったように、我国の都会では一寸考えられないような環境にあります殆
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んどの人々は市の郊外に週末の家を有し、果実、野菜を栽培し、ここで土曜、日曜には土に親

しみ休養をとるようにしております。

又、公園には白鳥はもとより野兎、リスがかけまわり我国のように白鳥を守る会などの必要

は全くありません。

ドイツ人は非常に散歩ずきの国民ですが、殆んどの都市には市に隣接した市民の森があり、
これは小さな散策路を有した広大な森で出口がわからなくなる位いの規模であります。

ドイツ人は非常に旅行ずきですが、開業医、商店にも夏休み、冬休みがありそれぞれ一定期

間営業を停止し、地中海沿岸や南欧へ、叉、サンモリッツ、フィンランド、／ルウェーへスキ
ーに出かける位の生活にゆとりがあります。国鉄は週末になりますと料金は半額になり利用者

の便宜を考えております。

4．ドイツの教育制度

小学校を卒業すると一生の進路が決定され、小学校卒の約20％のみがギムナジウムに進学し

大学入学への途が開かれております。ギムナジウムへ進学出来なかった子供はミッテルシュー
レへ進み、やがて就職し義務として週8～12時間職業学校へ通わされております。従ってギム

ナジウム以外のコースへ進んだ者は大学への途はとざされており、この点我国とは異なりまさ

に学歴閉鎖社会といえましょうか、現在ではこの打開策が講じられているようであります。

大学は約20校で全て国立大学であり最近になり授業料は無料となりましたが、卒業資格を得
るのは平均40％位で残りの者は何らの試験も終了せずに学校を去っている現状で大学卒はまさ

に社会のェリートと申せます。

日本も西ドイツも第二次大戦後はいずれも同じ運命を歩んだわけでありますが、両国とも驚

異的な経済復興をなしとげたのは衆知の事実でありますが、西ドイツに比較しまして、我国の
個人生活とこれをとりまく社会生活はまだまだ豊かではないという感を深くしました。

以上で私の体験しました西ドイツの生活の一部を御紹介いたしました。本年度私は国際奉仕

を担当することとなりましたが、国際理解と親善は単なる観光旅行ではなくある一定期間、生

活する機会を得るということが最も有意義であり、本年度は当クラブですでに交換学生受入、
又派遣も予定しておりますが、この国際青少年交換を通じて国際理解と親善に寄与するロータ
リーの力は実に大きいものと考えております。

㊥財団奨学生菊地敏君よりの便り

拝啓アメリカも夏らしくなり連日の暑さで私もすっかり日焼けをしました。6月上旬で学校

も終り、帰国の準備やら研究成果のまとめに多忙な日が続いております。
Iowa Sfate Uniuersiyで学ぶことができて今、感謝で一杯です。この大学は科学、工学方

面では良い評判を得ていてAmeo，Iowaと言えばほとんどの人々が知っています。

アメリカの大学は、実力のあるすぐれた研究者には恵まれた地位、研究設備が用意されてお

り、能力次第で若いうちに教授になります。

私の居る遺伝の研究室でも35才前に教授になれないと、もう教授になることは出来ないと言

うジンクスがあります。それは次々と若手の研究者が出て来て、年をとった人々よりも先に良

い地位をとってしまうからです。

アメリカの研究者は一度良い評判を得るとトントン拍子で出世します。反対にいつまでも芽

の出せない研究者も居て彼らは、助教授で定年になるようです。

アメリカの社会は競争の社会でいつもはげしい戦いがあります。特に、相手に負けることを

嫌います。ボーリングなど日本人の私達は遊びによくしますが、アメリカの友人たちは目の色

を変えてやっています。と言うのは負けたくないと思って一生懸命努力するからです。

遊びの方面でもこの程度のことをしますから、研究では、他人より一歩も二歩も進んだ研究

をと考えてやっているようです。
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このような競争意識もまた良い面といえます。学校では先生も生徒に採点されます。もし生

徒が先生の授業を良くないと採点すると、先生の給料が下ったり先生の採用をとりやめたり、
そのクラスを閉じたりします。したがって先生も何年も前の教育水準でやるわけにいかず、い
つも最近のデーターととり組まねばならないので、いつでもどんなクラスでも日本の大学の教

授のように万年ノートでの授業はありません。いつも最近のデーターを取り入れた良い授業が

展開されます。また、学生は、授業の間によく質問をして授業の理解に十分気をつけていま

す。

教授は大学院レベルでも補習のクラスがあり、授業中理解できなかった内容をどんどん説明

します。もし学生の大半が不満足な点数しかとれなかったときは、教授の教え方が問題にされ

ます。時々、先生が悪い成績をとった生徒から訴えられることがあるそうです。ですから先生

も授業を適当にやることができないようです。このように学校生活の授業研究と言った点でも

日本の大学院とは異なり私には、良い勉強になりました。

まだまだアメリカの事を理解したとは思えませんが、私なりに目で耳で見、聞いてきたこと

が良い勉強になったと考えております。
Amesロー－クリークラブにも時々参加させて戴き良い講演を聞いたり、活動を見たりしてロ

ータリーの活動を勉強させて戴きました。カウセラーのフロイドさんとも食事をともにする機

会があり、良いアドバイスを戴き感謝致しております。

又、6月17日に帰国する予定です。この日にロサンゼルスを出発して、羽田に到着15：30の
パンナムです。その後鶴岡ロータリークラブへお礼を申し上げに行きたいと考えております。

皆様にお逢いできる日を楽しみにしております。

本当に良い留学をロータリー奨学生としてさせて戴きましたことを感謝しております。
1976．6・用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬　具

菊　　地　　　　　敏

本日の出席

前回の出席

ビ　ジ′ク　ー
福原幸吉君一平塚北RC

小林忠康君、阿宗健一郎君、足達一見君、菅原隼雄君一鶴岡西RC



鶴岡ロータリークラブ会報

もも1
1976－6－22　物52

田岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区

例会場　鴎同市馬場口汀　物産館3階ホール
例会日　毎過火曜日　午后12．30′一1．30

事務局　田岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電0235（22）5775

会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　諌

珍点　　鐘

％ロータリーソング（それでこそロータリー）

珍ビジターゲスト紹介

％会長報告

⑳6月19日　PM4：00～7；00（湯野浜・福住において）庄内分区新旧会長幹事会

⑳ロータリー財団奨学生菊地敏君が1カ年の勉学を終え、アメリカより6月27日帰国

⑬会員の阿部嚢君、国際生物学会に出席のため約1週間の日程で6月25日よりジャカルタ

に旅行

％幹事報告
⑳例会時間・場所変更

温海ロータリー　　6月29日（火）午後4時　滝の屋旅館

山形ロータリー　　6月30日（水）午後6時　丸久松坂屋8F

酒田東ロータリー　7月1日（木）午後4時　湯野浜寿海荘とみや

秋田県矢島ロータリー　創立10周年記念式

9月19日（日）　矢島町立矢島小学校体育館　登録料8，000円

⑳会報到着　能代ロータリー

％ゲストスピーチ

衆議院議員　加藤紘一先生（後述）

留学生　菊地　敏君　帰国あいさつ

会員　阿部　裏君　海外出張あいさつ

％出席報告

％点　　鐘

TO D紀和FY THE HuLqArl BEIrlG　　人間に威信を．′
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ジャカルタの旅行について

会　員　阿　　部　　　　裏

菊地君が、1カ年間の留学生活をさせて頂いたことについては、私からも心から感謝いたし
ます。

なお私事ですが、今回インドネシャで開かれる国際生物学会に出席のため、1週間程度旅行
をいたします。25日羽田空港を出発して、ジャカルタに7日間滞在して、簡単な研究発表をい

たします。

その後セレべス島を中心にサンゴ礁の調査などを行い、7月10日には帰る予定であります。

その間例会を休ませて頂きます。この間インターアクト委員会には何かとご迷惑をかけるこ

とになりますがどうぞご了承願います。

＝国会寸描＝

衆議院議員　加　藤　舷　一

ご無沙汰致しております。何んとなく気忙しい毎日を過ごして居りますが、先程菊地君のア
メリカ報告を受けまして、私もアメリカの大学に1年間居りました当時を思い出しました。私

は日本の大学に5年間在学しましたが、アメリカの1年間は日本の何倍かに相当する学業の成

果を得たと自覚しております。そうした経験から、日本の教育には最大の関心を持って居りま

す。特にアメリカの大学における特徴として、助手の方を使って学生1人1人を丹念に教育し
て行くシステム、入学時には大勢の学生を入学させますが、いざ卒業となると、極めて厳しく

実際に卒業出来る者は、数少なく、このシステムを日本にも取り入れたらと思って居ります。

結論は助手の方の訓練がうまくゆかぬところに、現代の教育行政に問題が残されて居ります。
しかし、何れにしても、将来とも考えて行かわはならぬことと思います。

私は日本の大学では政治学を専攻しました。アメリカでもそれに類した学問をやりましたが
アメリカでのやり方は、書物から受ける内容の考慮研究ではなく、白から思考し、自分なりの

論理を、組み立てる。それを現資料に基づいて積み上げて行くと云う方式です。こうした訓練

を受けて、私は、私なりに自分としての物の見方、考え方に対して確立する努力は日頃して居
る心算です。

そうした意味から、特に最近の政局、麻糸の如く乱れた現政局の様相をみますと－政局
の中にあって、余り政局の分析ぐせを出しますと、政治家として成功しないと云われて居りま

すので－その点は臼から思うまま自重して行動することが政治のファッションと考えられ

ます。余り混乱して参りますと、いったいこれからどうなって行くのか、特に冷静に判断して

参らねばならぬと思います。

時にロッキード事件、この事件には余り気にしなさんな、と自民党の私共に言ってくれる方

もおります。例えば、私が自動車を買いたいと思っております。このことを私の友人が知りま
して、その友人がトヨタのセールスマンに話をして、セールスが成功して、そのお礼として鶴

岡のマーケットで紹介者の友人がご馳走になった。これも一種のコミッション、手数料であり

ます。スモール児玉さんであるといえましょう。この程度のことは世間にはたくさんありま

す。依ってロッキードの事件は余り気にしなさんな、と云うわけです。これは誠にありがたい
お言葉と受け取っていますが、併し事が以上のように民間人のベースですと問題になりません

が、権限、権力を持った役人、政治家がやったとなると、許される問題ではなくなります。そ
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して、その真相を明らかにせよ、否明らかにせざるを得ないことになります。
この度の事も、新聞等で種々報導されて居りますが、8月の下旬、私の考えですが、真黒で

裁判にかけられ、訴訟されるのほ、4、5名位か、灰色の高官、又は時効にかかったけれども
あの人は頂いたろう、と思われる名前の人々が、何等かの型で表に出て来ると思います。そし
てこの究明は是非とも日本の警察でやらねはならぬ問題と思います。と申しますのは、アメリ

カに（SEC）証券取引委員会と云う機関があります。これは一般の投資家を守るために、企

業がとんでもない不正行為、取引などをやらせぬための取り締まり機関であります。
今回はロッキードを徹底的に、頼り調べて居りまして、アメリカの法律に、この機関が取り

調べを始めてから、6カ月で、内容を公表せねはならぬ規則があります。それがだいたい11月
～12月になります。するとそのころ発表されますので、灰色も含めて、それまでにはアメリカ

の資料は出て仕舞いますから、日本の検察も権威にかけても事件の真相を明らかにせねはなり

ません。ですからこれは、当然明らかになります。

私は日本の検察官、警察は誠に信用出来るものと思います。世界に検察、警察はいろいろあ
ります。併し日本のそれは公明正大と云う意味では世界に冠たるものであります。ご承知の如

く、ニューヨークの警察あたりでは、マフィアなぞと組んで、市民を脅したり、全く考えられ

ぬことをやってのける、驚くべき警察であります。又このごろ香港の警察で、総督が賄賂を恐

喝して大騒ぎになったと申します。その点、日本の検察はしっかりしたもので、なおかつ日本
の検察は代議士や政治家、及びそうした権力を恐ろしがりません。

その第－の理由として、代議士や大臣は選挙であがって来ます。その連中が一たび選挙違反
でもして、検察官の前に来ると、青くなって何んとか、大目にみてくれ、と人間の弱きを露呈

します。それやこれやの理由から、特別に恐がりません。もう一つの理由に、司法試験を通っ

ておりますので裁判官に、又は同期の連中で弁護士になっている人もおります。弁護士になっ

た人は月の収入が40万、50万と得て居ります。が、一万30歳前後の裁判官の給料はと申します

と、同年代の人としては同じ公務員でも高い方の給与を受けても20万少々でしょう。こうした

安い給料で働いておると云うことは、その仕事に生き甲斐を見出しておるからで、社会の不公
正に対抗して、その真実を暴くと云うところに生き甲斐がありましょう。

若し、それが出来なければ、裁判官を退めて弁護士になった方が、収入がよく、何時でもな
れると云う、開き直れる姿勢があり、特に児玉さんを調べに行った2人の検事、1人は中央大

出身40歳ぐらい、もう1人は東大法学部出身のキリッ下した30歳ぐらいの人。この2人は、決
して妥協するなんて全く考えられません。過去にも彼等が妥協しなかった例があります。それ

は有名な造船疑獄事件であります。ギリギリまで追いつめて総理大臣の首まで危なかったとこ

ろが犬養さんの指揮権発動で犬養さんは政治生命を失いましたが、時の幹事長佐藤栄作さんは

助かって、後に総理大臣になりました。
今指揮権発動が出来るか、どうか、若し発動したら自民党は、次回の選挙に3分の1になっ

て仕舞うでしょう。指揮権発動なんて出来ません。若し仮に発動の動きでも見えるとしたら、

私は否、国会内の若手議員は結束して猛反対するでしょう。自民党内においても種々意見はあ
りましェうが、国の方向を危ぶむような行為、行動は絶対に避ねはならぬと信念を以って申し

上げる次第であります。

今度、河野洋平氏をはじめとする6人の士の離党問題が起こっておりますが、少し早すぎ
た。そしてマスコミに乗せられたという感は否めません。

私も政治工学研究会に属しておりますが，一部報道では彼らの次にもう4人確乗に離党する
だろうし、その次の4人辺りには加藤紘一も入るだろうと云っておるようですが、私は今のと

ころ離党の考えは毛頭ありません。

確かに1人のおとしよりが出て来て総理をやれとかやめろとか密室談議で一国の政治を動か

すようなことは許されませんし、自民党の金権体質も是正しなければなりません。それにはや
はり金のかからない選挙をやらなければなりません。私は冠婚葬祭には花輪など贈らないよう

にしています。こういったことにまともにつきあっていますと、月々の経費も馬鹿になりませ

ん㊦ある代議士などはその費用が月に100万円ぐらいになるということです。
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ですからこういった問題に関しましては、皆様方からも充分のご理解とご協力を頂きたいと

存じます。皆様派閥に関してもいろいろご意見もあるでしょうが、選挙に金のかかる以上、■な
かなかなくならんのが現状かと思います。
Jよく部落公民儲などへ5万円ぐらいの寄附なども求められ、「部落民のための施設です。そ

れに貴方の後援会の集会等にも使用されるはずだから」といわれると大変弱いのです。私の選▲

挙区に1，000以上の部落があるはずですし、全部に寄附していたらどういうことになるかお分

り頂けると思います。それよりも私は一本でも多く、橋を、そして道路のよくなるよう、、・政府

に働きかけるよう努力するつもりです。

幸いにもわが山形県二区は、最上、北村山地区は松沢、庄内は加藤という風に比較的安定地
盤なので膨大な資金を使わなくて済むようですし、その点大変感謝致しております。
・とにかく、現政局は荒れに荒れておりますが、長老による雲の上政治、ロッキードに見られ

る金権体質等もこういった洗礼を受けることによって徐々によく変って行くものと思われます

が、我々若手議員にとっては、むしろ出番も廻って来ることですし、政局よ荒れるよ荒れろ．′

というのが本音です。（後略）

1カ年のアメリカ留学を終えて

菊　　　池　　　　　敏

鶴岡ロータリークラブから御推薦戴きロータリー奨学生としてアイオワ州立大学の免疫遺伝

学を学ぶ機会を得ましたことを感謝申し上げます。
小学園都市アイオワ州、エイムズで暮し私なりに感じたアメリカの人々の生活について少し

述べさせて戴きます。
ノ1・アメリカの学生、大学院の生活

アメリカの学校は朝早く－から始まります。私たちのクラスは7：00からでしたので、6：00には

起きて寮のカフェティリアで朝食をすますとクラスに走って行きます。朝食は大体毎日同じで

す。トースト、コーヒー、スクランブル・エッグ、コーソ・フレーク等（シリアル食品）で

す。大部分の生徒は、15分位前にクラスに着き着席して先生のくるのをまっております。その

間、前のクラスの授業について討論したり世間話しをしたりしていますが、先生が来るととた

んに表情がかわり勉強する姿になります。時間通りに始まり、時間通りに授業は終了します。

大体先生は、一時間教えるのに3～6時間位勉強して来ますので、密度の濃いものになりま

す。又生徒は授業中でもわからないことがあるとどしどし質問して理解して行きます。もし援

業中で理解できない時には、先生のオフィスに行って理解できるまで質問します。先生は詳細
にわたって教えてくれます。

テストは1学期に普通2～4回あります。その都度成績が発表され、92点以上A、91～85点

B、84～75点耳、74～70点D、70点以下落第ということになります。大学院レベルではAかB

が多いようです。もし平均がB以下だと落第です。
アメリカの学生は、日本の高校生と同じでガリ勉します。時間休み、昼食の時、寮に帰って

も勉強、勉強です。図書館は、毎日夜12時まで開いていて学生は12時までは図書館でします。
その後寮に帰って寮の自習ラウンジで勉強します。案のラウンジは24時間いつでも静かな雰囲

気で勉強ができます。
又、学期末のテストになると徹夜の勉強をする人も居るようです。シャワーも浴びずに学校

に来たとか、体重が4毎もやせたといった友人を見たり闘いたりします。そんなに勉強したテ

ストの答案が返えされると喜怒哀楽さまざまです。先生の正解が説明された後、生徒が自分の

点数に不満があれば、いつでも先生は、生徒と話し合います。時々先生の方がおれて、10点以
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上も点数が上った学生も居ます。

又学生が不満足な点数しかとれない場合、学校当局からと教授から、クラスをやめなさい、

今学期は学校に来るのをやめなさい、学校をやめなさいとの手紙をもらいます。何人かの留学
生、アメリカの学生は、このような手紙をもらったとのことです。

又ホーム・アサイメソト（宿題）、チークホームユクザム（持ち帰りテスト）等もあり、学

生は休むひまなくきたえられます。
しかし一度、学士の資格を得ると月給は30万円位の初任給をもらいます。（学部で異なる

が）修士では40万円位、博士では50万円位と資格によって所得が異なります。

昼は、学生はサソドゥイッチを持参して友人と話しながら、本を読みながら、勉強しながら

思い思いの所で食事を終らせます。午後のクラスが終るのは、大体5時、その後夕食をとりま
す。寮のカフェテリアでは肉、魚料理、野菜サラダ、ジャガイモ料理、デザートを食べ少し休

んだあと、図書館に出かけたり、夜のクラス（9時頃までクラスがある。）、大学院の生徒は自

分の研究室での実験をします。帰宅は夜中になることがしばしばです。
しかし休日になると勉強は忘れ映画、スポーツ、デート、パーティ、その他たのしい一時を

すごします。

2・アメリカ人の生活

家、家具、インテリア、庭、車等にたくさんのお金をつぎこむアメリカ人は決して生活は楽
ではないようです。日本と同じで家、草はローンで毎月の収入から引かれ衣額、食費などは節

約に節約を重ねているといった感じがします。アメリカ人は毎日ステーキ、肉類を食べている

と想像する人も多いと思いますが、決してそうではなく、何10回と食事に招待されましたが、

肉も十分に食べた経験は、ほとんどありませんでした。又アメリカ人と一緒に暮したことのあ

る私の友人は、アメリカ人の食事は質素で日本に居るときよりやせたと言っています。

食事に関すれば日本人の方が派手でお金を使っていると言えます。年収600万円の助教授の
お宅でも衣物については大体主婦は、子供のものから自分のものまで手作りです。既製品は高
いのでなるべく買うのを避けています。彼女らは衣類でも不用になると、他の古物と一緒に、

新聞広告を出しガレージ・セールと言って売ります。とても安く売り買いできます。日本では

使えるものでも型が古くなったからと言って捨てたりしますが、アメリカでは使えるものなら

必らず他の人に売ります。

3・エイムズの社会環境

アメリカの有名な（古い歴史のある）大学はヨーロッパの大学をまねて、大都市より30～

150キロはなれた小都市（4万～5万人）にあります。私の居た大学も野ウサギ、リスが学園

内を走っているキャンパスです。鳥も春とともにさえずり、環境は良いところです。近くに公

園が何十とあり週末には、市民が楽しむことができます。
アイオワ州は禁酒法のなごりがあり日曜日は、ビールも売ることができません。酒屋もたっ

た一軒だけ、それも人々の目にふれない所にあり、私も一年間居て帰りまぎわになりわかりま

した。日本人の他の留学生もどこに酒屋があるのか知らずにいました。タバコなども吸う人が

少なく時々タバコを吸っている人をみるとめずらしく感じました。

又、アイオワはトウモロコシ、大豆で有名で、〔世界を養え』といった標語を持っていま

す。農産物のいくらかはソ連、日本、他の国へ輸出されるのでこのような標語もあながち豪気

なものでもないようです。農家の人々は自信に満ちており、食物を生産する業は一番大切な仕

事と自ら告白しているのを聞きました。

4．教　　　授

先生は大体、博士号を得ると大学ではアシスタント、プロフェッサー（講師）となります。
この時に勉強、研究をして良い評価を得ると2年前後でアリシェイト・プロフェッサー（助教

授）になり5年前後でプロフェッサー（教授）になります。教授になって又著しい成果を上げ

るとテステングイシュ・プロフェッサー（有名・顕著教授）になります。この間に生徒の指導

研究と多忙な時間をすごします。
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教授になるまでは、教授会からの評価と学生からの評価があり、休むことができないといっ
たところです。しかしアイオワ州立大学では、良い教授が比較的多くいました。教授になって

も研究して論文を出さなければなりませんし、生徒にも指導をしなければなりません。日本と
比較すれば先生方は少し大変です。

5・アメリカの教育制度と私の考えたこと

私のいたェイムズでは、高校生位までほほとんど勉強をはげしくはしません。したがって高

校生までの学力は、日本のほうが秀れていると思います。しかし大学生レベルでは私は日本と

同レベルか日本の方が劣るかも知れません。大学院レベルでは、研究設備、授業内容とも日本
の方が劣っていると思います。アメリカの教育、社会システムでは秀れた人には良い地位をと

考えています。小学生1年から飛級があり、小学生1年生でありながらすぐれた人は2年生の
クラス、3年生のクラスで学んでいます。能力に合せたクラスと言って良いでしょう。進んで

15才位で大学を終了する秀才も居るそうです。又20才位で博士号を取る人もいたそうです。

このように実力、能力に合せたクラスは日本ではありませんが、もし教育制度の中にくみ入

れたら良いかも知れないと、私は考えております。しかしこれと反対に理解できない生徒には

理解できるまで、教えることのできる先生方がおられるアメリカの場合に可能な条件だと思い

ます。

日本の教育は先生が生徒数に比較して少なく現状ではむづかしいものと思われます。この意

味で先生を増し、良い教育条件を整えるべきだと思います。

6・エイムズのロータリークラブの活動
エイムズ・ロータリークラブの活動（定例集会）は元気なアメリカ国歌から始められユーモ

アにみちた会話でなされます。講演者は、毎回あらゆる方面からこられスポーツ選手、学者、

経済活動、など良く説明されます。また講演者の会話中にユーモアのきいた、声が会員の中か

ら出て楽しく、爆笑が起ったりします。

活動もゴルフ大会、演劇見物、社会奉仕等、楽しいうちにも地域に根ざして活発にやってお
られます。

日本のロータリークラブのことについて聞かれ知っている範囲で説明しました。日本のロー

タリークラブの活動は活発だとのことです。

良いカウンセラーに恵まれて、また私の期待していた以上の大学で勉強ができましたことを

今ふりかえり、学ぶことの多い一年でした。
これも鶴岡ロータリークラブの皆様のおかげと思っております。今後この経験を生かして、

自分の研究に勉強に生活に生かしてゆきたいと思います。ありがとうございました。



瞳岡ロータリークラブ会報
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鴎岡ロータリークラブ　創立昭34．6．9　承認昭34．6．27　353地区
例会場　閥岡市馬場町　物産館3階ホール
例会日　≠毎週火曜日　午后12，30′一1．30

事務局　硫岡市馬場町　閥岡商工会議所内　謁0235（2215775

会長　佐　藤　　忠　　幹事　吉　野　　蝕

・考・点　　鐘

％ロータリーソソグ（手に手つないで）

％ビジターゲスト絡介

珍会長報告
⑳去る27日開催の地区協議会（郡山）に次年度会長、幹事並び義務出席の委員長さんごく

ろうさまでした。

⑳6月9日は当クラブ創立記念日（認証6月27日）でございます。

現在では151ヶ国16・721クラブ約785，000人という拡大増強されたわけですが、鶴岡クラ

ブは昭和34年6月、305番目に創立されたのでございます。日本では東京クラブが第1

号で大正10年4月1日に誕生しております。

初代会長小花君、②小花君、③三浦君、④佐藤（伊）君、⑤池内君、⑥斎藤（栄）君、
⑦張君、⑧早坂君、⑨斎藤（得）君、⑬石黒君、⑪三井（徹）君、⑫小池君、⑬三井
（賢）君、包阿部（裏）君、⑮安藤君、⑯鈴木君、⑰佐藤（忠）君

命鷲田克己君退会（6月27日）財団寄附￥10，000

⑳市民の森の会にご協力お蔽い

㊨会長辞任挨拶（後述）

㊨幹事報告
⑳認証状伝達武　備南RC（第369地区）11月14日　岡山国際ホテル　登録料10，000円

率会報到着　温海RC、猪苗代RC、遊佐RC
⑳郡山RCより、RI会長ターゲット及び次期ガバナーの写真到着

⑳鶴岡ローターアクトクラブより鶴岡公園内に吸殻入れ設置につき支援要請の陵着
㊥幹事の任期を終えて（後述）

％「会長、幹事への謝辞」　石黒慶之助君（後述）

％「第353地区紛議に参加して」次期会長鈴木弥一郎君（後述）

㊨「ロータリー朋団管理委員会に就いて」ロータリー財団委員長上野三郎君（後述）

％「市民の森の会入会について」職業奉仕委員長三井　健君
例会終了後申込にご協力下さい（1口500円以上）

¶）D氾NFY THEl恨MArl BEmG　　人間に威信を・′
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珍委員会報告
⑳職業奉仕委員長　　三井　健君

命社会奉仕委員長　　市川輝雄君
⑪国際奉仕委員長　　　小池繁治君
命世界社会奉仕委員長　山本　正君

（以上各委員長より無事任期終了の謝辞あり）

珍「讃辞に加えて」ガバナー早坂源四郎君（後述）

％親睦委員会
㊨佐藤会長、吉野幹事両君より無事任期満了感謝のスマイル
㊥新穂光一郎君、温海万国屋工事完了につきスマイル

⑳会員家族の紹介について

％出席報告

額点　　鐘

会長辞任挨拶 佐　　藤　　　　忠

本日は本年度最終例会でございます。この一年を省み、私自身ロータリアンとして、又会長
として一生懸命努力はしたつもりですが、指導力の不充分であったことは深く反省しておる次

第でございます。しかしロータリーは有難いもので会長の能力の不足分は皆んなで助け、協力
してくれるということです。言葉を変えれば友情におすがりtたという事になりましょうか、

おかげさまで昨年7月出発した列車はドン行ではあったが無事終着駅に着いた感が致します。

先輩諸兄のご指導と会員諸君のご協力に対して心から感謝とお礼を申し上げる次第でございま
す。
本年度活動は地味ではあったが、それなりの成果はあったと思っております。3月には例会

場の焼失という思いがけないこともあったが、理事会はじめ、SAA各位の機敏な活躍によっ
て、例会も休むことなく実施でき、又、地区ガバナー高坂先生はじめ、近隣クラブよりは心温

まる御見舞や激励のことばをいただき、お蔭様で例会場備品、設営等も万端整ったような次第
でございます0又、年間最大の事業は何といっても姉妹クラブ台中港区RC盟約一周年記念式

典にン一行18名の多数が参加し、友好親善の実を挙げたことであります。海を越えてこれだけ多

数会員が同行することは今後共余りないことではないでしょうか。

会員増強10名、ロータリー財団寄附額1，800％、出席率も目標の92％には達し得なかったが

何とか、90％の線は確保出来そうであります。又、職業奉仕の事例研究、社会奉仕に於てほ、
大山自然休養林の樹木標示板と、駅構内市民憲章板取付、その他青少年の諸活動の援助育成に
色々貢献されたものと思われます。特に老人福祉に献身されているホームヘルパーのお話を聞

き、記念品を贈り、激励したこと等、記憶に残っております。国際奉仕部門は唯今も申し上げ

た台中港区RCの表敬訪問他、交換学生2名、財団奨学生1名の派遣等がありました。又、親

睦、SAA、プログラムの各委員会は楽しい家族会や、例会を盛りあげるため、ご活躍いただ
いたことに対し、感謝申し上げます。

放て最後に次のことを提唱し辞任のご挨拶と致します。最近若さいっぱいの新入会員を次々
と迎えているわけですが、活動の場を充分与え（委員長等）古い歴史ある鶴岡クラブに更に新
しい活力を与えていただきたいと思います。そして「昼飯を喰う会」とか、「金持ちの葬り」

とか、「ロートルクラブ」といわれる汚名を返上し、勇気と決断を以て最高のアイデアによる

最大の効果を挙げる努力の必要であることを申し上げ、次年度活動のご健闘をお願い致しま

す。みなさん本当に有難うございました。
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任期を終っ　て　　　　幹事　青　　野　　勲

本例会をもちまして幹事の任期もいよいよ満了となりました。本当に有難うございました。
この一年間経験浅い私でしたが、皆さまの温い友情に支えられ、なんとかこの大任を終らせて

頂きますのも皆様の御協力と御指導があったれはこそと有難く厚く御礼を申し上げます。
思えば昨年の今頃はこの一年どうやって過すものやらと思って居りました。やることなすこ

とはじめての経験で皆さんには大へん御迷惑をおかけいたしました事も多々あったことでござ

いましょうが、私なりに精一杯やったつもりでございます。私の仕事の上にも例会を欠席する

こともなく、幸い健康にも恵まれ楽しく勉強させて頂いた一年間でこぎいました。叉とないこ

の経験を今後の私の体験として職業人として又ロータリアンとして皆さまと共に奉仕の道に微

力をつくしたく考えて居ります。

幸い後任幹事の中江君は非常に経験豊富な知識の持主で行働力の旺盛な方でございますので

今後の益々の御活躍と御健斗をお祈りしてバトンタッチをいたしたいと思います。この一年本

当に有難うございました。

会長・幹事への謝辞　　　会員代表　石　黒　慶之助

本日、今年度最終例会をむかえるに当り、一年間御苦労をおかけした佐藤忠会長、青野勲幹

事に全会員を代表し感謝の言葉を申し上げます。
今年度はインバッサイRI会長のテーマ「人間に威信を．／」のもと、高坂知甫ガバナーのご

指導により、わがクラブは、佐藤忠会長、吉野勲幹事のリーダーシップよろしく、ロータリー

が運営されました。

この1年間、佐藤君、吉野君は第17代目の会長、幹事として会員の親睦を増進し、種々な奉

仕活動に大きな実績をあげられました。新会員の増強同化、出席率の向上、SAAの活躍、青

少年の育成、財団への協力、或は職業奉仕への関心を高め、高館山遊歩道への樹木の標示板つ
け、台中港区RCへの親善訪問団（18名）の派遣など、数々の業績を挙げられました。3月
19日のひさごやの火災による例会場の焼失なども適切な処置により大桐なく菩処されました。

大変ご苦労をおかけしたと思います。日夜ロータリーに尽されたご苦労は大変なものであった
と思います。佐藤会長は広き視野と寛大な襟度とをもってクラブの友愛と信義を重んじて来ら

れたと思います。吉野幹事は女房役として人間の和に尽力されたと思います。心からその労を

ねぎらい、1ケ年間のご努力に感謝の意を表したく、皆様の絶大な拍手をお願いいたします。

有難うございました。

最後に両君は、今晩はゆっくりねむって下さい。次回例会からほお昼の食事も美味しく味わ
えるでありましょう。しかしロータリーへの真の奉仕活動はこれからであります。豊富な経験

を会得され．かくれたる才能を開発された両君の前途は大いに期待されます。今後益々お元気
でロータリーのため一層のご活躍をお願いいたします。まことに潜越ながらクラブ会員を代表

し謝辞を述べさせていただきました。

第353地区協議会に参加して　次期会長　鈴　木　弥一郎

過る6月26日～27日の両日に亘り1976～1977年国際ロータリー第353地区協議会が郡山西ロ
ータリークラブのホストにて、会長幹事会は磐梯グランドホテルにて地区協議会、分科会は郡

山の開成学園（女子大学）にて開催されました。
当クラブよりは分科会のリーダーである早坂バストガバナー、三井先生の外に次期会長、幹

事四大部門の理事、会計、青少年担当の山本理事、財団は佐藤順次副幹事が代表して出席致し
ました。

地区協議会は高坂ガバナーの挨拶に初められましたが、先づ1976～1977年度の国際ロータリ
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ロバートA．マンチェスター会長の、メッセージは奉仕（Seruice）ロータリーを私は信奉する

（I believein Rotany）と発表されました。

早坂ガバナーエレクトは大変元気に帰国されました。共に奉仕するわれわれの年度と題して
スピーチを発表されました。即ちロータリーの目的は奉仕であり、凡ての奉仕の分母は職業奉

仕であり、職業奉仕は奉仕の根幹をなすものであると強調されました。

従いまして最もよく奉仕する者、最も多く報いられると言われて居ります通り、奉仕に徹す
ることであると思います。

以上簡単で御座いますが、地区協議会を通して次年度のRI及びガバナーの方針を御伝えし
て私の報告と致します。

＝ロータリー財団について＝　財団委員長上　野　三　郎

先程、財団のボックスを廻しました処￥24，692集りました。皆様の善意を感謝致します。こ
れと先程会長さんより発表のありました。驚田克己君の特別寄附金を加えまして、次年度ロー
タリー財団への繰越金と致します。重ねて厚くお礼申し上げます。

尚ロータリー財団管理委員会への送金内訳は次の通りです。

今年度中RI財団管理委員会へ送金した金額の内訳
⑫前年度からの繰越金…………………………………13，902

⑳「財団協力の日」の寄附金（51．5月まで）……210，255

や準フ；ロ‾慧驚管毒…吾妻ト……………‥176，400

⑳退会々員からの特別寄附…‥………………………・80，000

＝賛辞に加えて＝　　　　ガバナー　早　坂　源四郎

先程、石黒先生から最上級の讃辞がありました。全くその通りで、これ以上何にも申し上げ
ることはご座いませんが、尚一言つけ加えさせて頂きますと、佐藤会長さんは、天性行政能力

を身につけて居られたと申せましょう。各委員会とのバランスをよくとり、良くコントロール

して来た処に、その管理、行政能力は100％と申し上げます。全く名会長の名に相応しいこと

と存じます。
又、幹事の吉野さん、何時も、何にも知らぬ様なことを申し乍ら、何時の間にか、仕事を総

て覚えられ、運営能力を身につけ、会長補佐をこれ又100％発揮して、会長、幹事のバランス

のとれた、その運営は誠に見事なものでした。と申しますのも、このお二人を支えて来た裏方

さん、各委員長及委員の方々の努力に讃辞を贈りたいと思います。

特に、SAA、会報、プログラム、親睦等の活躍と努力、又ロータリーの基本とされる四大

奉仕部門の連繋とバランスのとれたチームワークは誠に立派なクラブ活動と申せます。当クラ
ブは県下でも名門クラブであります。それに相応しい当年の運営と活動であったと思います。

何卒今後共一層のご精進をお願いして、簡単ですがご挨拶と致します。　　　　　　以　上

出　　席　　報　　告

会　員　数　　75名
出　席　数　　57名
出　席　率76．00％

－11・1－‾一一　∴
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