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伊藤春夫君　コンクリート製品販売
佐藤五右工門君　請　負　業

貰慧芸品芸忘芸芸芳）鶴岡西R・C

酒田東R．C

温海R．C

小松広穂君

1．張紹淵君が、R．175周年記念事業として実施中の3H基金に対し￥100，000

の寄附金を寄せられた旨、R．Ⅰより領収書が送られて参りました。財団とい

い米山奨学会といい、同君の奉仕に対し拍手を以て敬意を表したいと思います。

3H基金寄附額335，425円となりましたボトマーR．Ⅰ会長より感謝のメッセト

ジ到着。
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Via air mail

Mr．Hiroho Komatsu

President，The Rotary Club

Tsuruoka，Yamagata，Japan

Dear President Komatsu：

170ctober1979

Itwas a pleasure to receive your clubrs second contribution of

￥100，000tothe75thAnniverSary Fund for the Development of the

Health，Hunger and Humanity Program of The Rotary Foundation．

As with the first

COntribution，itwill be used to LET SERVICE LIGHT THE WAY

by fighting diseases among childreninless fortunate areas ofthe
world．

Please convey my thanks tothe Rotariansin your club for their

COntinulngSuPPOrtOf this new program．Ttisverymuchappreciated．

Sir）Cerely，

James L．Bomar，Jr．

P r e si d e n t

2．ブラジル・ロンドリーナ地スースデステR．Cの会員の沼田善太郎君が、全

国農業協同組合中央会の招待視察旅行団の一人として釆圧され、18日午後6時

半頃鶴岡クラブのどなた方とお会いしたいとのご連絡が入りましたので、取敢

ず私が宿泊先の山王プラザに訪れバーナー、庄内地方の観光パンフレットを贈

り、スースデステクラブのバナ【と交換して参りました。

仝氏は小学3年生の時、父親に連れられ渡伯、仝クラブには沼田君のような学
歴のない人は極めて少ないとの事でしたが、お話しする中にも仝君の並々なら
ぬ努力の結果の成功が伺がわれました。

3．地区大会参加出席に対して佐原ガバナーよりの御礼状が到着して居ります。
4．本日午後3時半よりのクラブ協議には30名の出席通知がありますが、5時半

からの懇親会には親睦の点からしてもっとたくさんご出席下さるようお願いし

ます。
5．LG．Fが10月28日（日）当クラブがホストとなって行なわれますがホスト

クラブでもあります。先に発表されました委員の外にも全員参加を要望します。

どうしても参加出来ない方は事務局迄申し出て下さい。
6．26日最終のⅠ．G．F総務委員会を11時より開催しますのでご出席願います。

7．8月～10月21日迄交換学生ジョン君のホストをお努め頂きました三井徹君の

奥様に感謝の気拝を捧げたいと存じます。21日より高橋良二君の宅でホストを
つとめて居られます。

皆川英二君

1．例会時間変更のお知らせ

立川R．C　　10月25日の例会をいも煮会のため

日　時10月25日（木）P．M6：00



場　所　庄内ドライブイン　　登録料　￥3，000

2．会報到着　　　東京R．C

委員会報告紹介　　　　　　　　　　　プログラム委員長　安藤定幼君

①　本日、阿部裏先生のスピーチを予定しておりました処、北高の生物研究会の
方へご出席になり、急拠ピンチヒッターとして、秋野忠君にtt私の垣間見た海

外”と題してスピーチを、お願いすることになりました。ご期待下さい。

②　来る26日開催の青少年健全育成懇談会について、諸君の一層のご理解を得た
く、青少年奉仕委員長の菅原辰吉君から懇談会の主旨などご説明を願います0

③　兄弟都市（鹿児島市）並びに兄弟R．C鹿児島西R．Cより友愛の「つつじ」
到着、今春当R．C創立20周年記念式に来訪の、鹿児島西R．C会員、海老原利
別君を鶴岡公園及び市民の森を観桜に案内した際の談笑の中に、『この市民の

森に兄弟都市のシンボルとしてtくっつじ”があったら……』との話が、海老原

君の共鳴を受け、帰られて早速R．Cに提唱され、これを聞かれた鹿児島市も

大いに共鳴され当市も是非ともとのことで、移植に適当な今秋に兄弟R・Cよ
り30本、兄弟都市より20本、計50本の「日之出きりしま」が贈られ、去る19日

無事到着。目下市の建設部の手で旅の疲れを休めて居ります。来春には市民の
森に友愛の「きりしま」の花が見事に咲き誇るでしょう。

なお、この「日之出きりしま」は元祖が大隅半島南部の原産「佐多つつじ」
でこれに鹿児島県の県花「みやまきりしま」を交配して出来たものだそうです。

私の垣間見た海外　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋　野　忠　君

日本青年会議所第28回全国会員大会が、去る10月4日、5日にかけて、沖縄
で開催されました。私は0．Bとしてシニアクラブの総会に出席した次第です。

出発当日は快晴に恵まれ、快適な空の旅を続けて、初めての土地沖縄に着き、
そのすがすがしさは流石に南の国との感を深く致しました。大会の諸行事もさ
ること乍ら、最も印象深く感じましたのはttひめゆりの塔”の洞窟であります。

沖縄終戦の4日前、看護婦、女学生等の女性のみが戦火を避けて密かに隠れて
おりましたその洞窟を、アメリカ軍の発見する処となり、無惨にも火炎放射器

の一斉掃射に会い全員死亡という、余りにも痛ましい戦跡でした。現地の人々

は、この年若き乙女達は戦争の犠牲になった事は論をまたないが、一面では、

内地の人々の犠牲になったのだ、との思いを深く抱いている事を聞くに及び、

何はともあれこの一連の現実に私は只々目頭の熱くなるのを泌々と感じました。
又、報道されております通り、沖縄の不況は相当に深刻な模様です。

ほんの一部分を見たに過ぎませんが、例えばメーソストリートの商店街は誠

に華やかそのものです。まして年中行事のように台風の通り道とあって、建物

は鉄筋コンクリートの堂々たるものですが、一一歩裏通りに這入りますと、目を

覆う思いが致します。裏と表、その貧富の差に誠に悲しいまでに感じて参りま
した。叉、一方農村はどうか。

例の毒蛇ハブ、この災害は8月の砂糖キビ収穫の時期に最も被害が大きく、
そこで東南アジアからマングウスを輸入して放った処、以来ハブ退治には成功
したものの、次はマングウスの異常繁殖で、その処置に困って居るとのこと。



これ又、大変な問題と泌々お気毒に思って参りました。

次は愈々海外の話に移ります。日本の最南端の沖縄は、羽田から空路で2時
間半、新潟から韓国ソウルまで2時間位、時間的には近い海外のお話しです。

出発時からメンバーとゴルフの約束があり、メンバーのなかには初めての訪

韓という人もおり、珍らしさも手云いソウル行きとなった次第です。ソウル到

着後、ホテルの観光会社の社長さんの知遇を得ました。この方はSEISOURU．
R．Cのメンバーでした。その社長さんの紹介で例会に出席する事が出来まし

て、誠に又とない望外の幸せでした。会場は日本資本のロッテホテル、38階建

の最上階大ホールが例会場で、登録料は現地価5，000ウォン、クラブのメ　ン
バーは68名との由。尚このクラブは川崎R．C、仙台北R．Cと姉妹クラブの盟

約を結んで居るとの事でした。

例会の模様、食事が始まり、そのままで会長の挨拶、幹事報告、会員スピー
チと進められました。尚隣り合せた会員の方々の話に、韓国の最大の悩みとし

て労資問題、不況、失業者の増加等々の話題には相当深刻なものであるように

聞き及んで参りました。

併しながら、私は自分がロータリアンである事の誇りと喜びを、此の度心か

ら感じた事はありません。前記の観光会社社長さんのご親切、例会場に於ける

会員の方々の心からのもてなし、その一つ一つは誠に心のこもったものであ

り、只々感激と感謝の心で帰って来た次第であります。

青少年の健全育成について　　　　　青少年奉仕委員長　菅原辰吉君

来る10月26日、午後6時30分から、産業会館に於いて、青少年健全育成懇談

会が開催されます。
出庸子走者は、社会教育主事、児童厚生委員、青少年育成推進委員、B．B．

S青年の家指導員、金峰少年自然の家職員、青少年補導員、青少年センター館

長、鶴岡警察署員、R．C会員5名、以上が現在までの予定者です。
尚出席ご希望の方は準備の都合もありますので、本日中に事務局までお申し

出て下さい。時に何故私がこうした問題に関心をよせたかと申しますと、数年

前まで教職にあった事と、青少年が成長の段階で、最も悪い事の一つに、盗癖
を揚げる事が出来ると思います。そして、それを正すことに関心を持ったから
です。近年欧米に於いては、盗みを働いて露見した場合、盗った物を返却すれ　　－

ば一件落着というような考え方があるようです。現代日本の青少年にも、こう

した欧米ナイズされた姿勢、考え方が徐々に惨透して来たように考えられ、そ
うした青少年に危機感を深く抱くからであります。

尚、現代日本の上層部に在る人々に、悪い事と見徹されるような事をしても、

有罪と決定されない限り、何んでもない、平気で世渡りが出来ると云ったもの
の考え方、その姿勢にも問題があろうかと思います。こうした考え方を現代の

青少年は、どう受け止めているでしょうか。ここにも重大な問題がひそんでい
るように考えられます。

現代は良い悪いに拘らず、情報過多の時代と云われます、こうした時代の青
少年を健全に育成するには各指導層は、どうあるべきか。その理念を探査する
のが、この懇談会の主旨であり理由と云えます。昨年は三井徹君の提案で第1

回が開かれましたが、今回は昨年の経験を踏まえてより具体的な意見の交換を



なし、実りある会でありますよう祈ると共に諸君のご賛同を得たく、簡単です
がご紹介申し上げる次第です。

会員候補者推薦のお願い　　　　　　　　会員増強委員長　市川輝雄君

天高く会員増ゆるの侯となりました。会員増強の資に当クラブの未充填職業

分類を書き出しました。
0印はシニアアクチブの未充填分です。

新会員推薦は全会員一人一人の義務であり、権利でもあります。ロータリア
ンにふさわしい知己の方が下記職業分類の中にございましたらぜひご推薦下さ

い。年令的には制限ありませんがクラブの若返りのためにも将来性ある若い新

会員を発掘したいものと存じます。

木年度は特に農林水産関係にスポットをあててみたいと思います。

農業を基盤とする土地柄ですのでぜひ加えたい所です。
推薦カードは事務局にありますのでいつでもご記入の上、理事会に提出して下
さい。

ご存知のように入会まではクラブ細則にある通り、14段階の手続きを経る訳

ですが、わかり易く云えば職業分類黍、会員選考委、理事会の審査を経た上、

全会員の賛意を得て新会員となります。
全会員に公示する前に推薦者と、ロータリー情報委員が候補者を訪れて事前

にロータリークラブの正しい知識を与え、入会の意志を確認することが大事だ

とされています。

あなたの推薦された方が奉仕の椀会を得て、ロータリーの栄光と共に歩み、

更に知り合いを拡めることが出来ますよう、今後共よろしくご尽力の程お願い
します。

クラブ奉仕委員長　嶺岸光害君

職業分類委員会　　笹原桂一君、山口籍之助君、菅健君
会員選考委員会　　中野清吾君、斎藤得四郎
会員増強委員会　　市川輝雄君、阿部与十郎君、三井健君
ロータリー情報委員会　　鈴木弥一郎君、早坂源四郎君、三井賢二君

附記シニア分の空席充填については、出来るだけシニアの推薦によるものとし

ます。

当クラブにおける末充填（シニア分含む）

職業分類　　。印シニア

内　　科　　医

耳鼻咽喉科医
0産婦人科医

眼　　科　　医

小　児　科　医

精　神　科　医

公　立　病　院

0医薬品小売

化粧品配布

絹織物製造
合成織維品製造
男子服小売
婦人服小売

米　穀　配　布

食料品乾物小売

配配小配配製製製中茶
牛
食
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0ビー　ル配布

0スーパーマーケット

雑　貨　小　売

文房具小売
。貴金属時計小売

貴金属小売

燃料油小売
瓦　斯　供　給

信　用　保　証

団　体　保　険

タク　シ　ー　業

貨物自動車輸送

金属加工機械
0電気鍍金業
0電気機器配布

職場見学によせて

自　動車小売
自　転車小売
タ　イ　ヤ配布

ガラス器製造

陶器及びガラス器配布

0金　物　小　売

0建　築　設　計

配　　　　　管

建築材料配布
生コンクリート配布

家　具　小　売

農　　　　　業

農機具製造
農機具小売

0木　材　配　布

魚　　市　　場

民　間　放　送
0新　聞　発　行
0印　　　　　刷

写真器材小売
0写　真　印　刷

0旅　　　　　館

日　本　料　理

レ　ス　ト　ラ　こ／

スポーツ用品小売

高　等　学　校
0大　　　　　学

0刑事弁護士

税　　理　　士

不　動　産　業

商工会議所
体　育　協　会

職業奉仕委員長　中村富昭君

過日ご案内した通り、次の例会（10月30日（火）は職業奉仕委員会の活動計

画に基づき、職場見学を兼ね、例会場を変更した次第です。

鶴岡工業団地内にある、田中貴金属工業KKは目下工場増築の計画もあり、
ここを見学することは、一面工業団地の変遷の一端をうかがい知る事が出来る

と思います。田中貴金属は従業員採用にも地元を優先し、当市に多大な貢献を
して居ります。尚、只今話題のtt金’’を多量に取扱う作業を持つ事業所として、

将来極めて有望であります。この見学が有意義であることを信じて居るもので
す。奮って多数のご出席を重ねてお願いする次第です。


