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会長中江　亮幹事佐藤元伸副会長・クラブ奉仕川村徳男職業奉仕嶺岸光吾社会車扱

〔会長報吏‾‾）
中　江　亮君

1．本日から当クラブに入会される鶴岡家政高校校

長先生の御橋義諦さんと、山形スバル自動車販売

㈱代表取締役の棍岸幸一さんをお迎えしておりま

すが、これで本年度当クラブの会員増強の目標が

達成された訳で、クラブ総会員数は78名になりま

した。しかしながら、残余の任期中に末充填の職

業分類を検討されまして、更に幅広く多彩な職業

人を推薦されますよう、一層のど協力をお願いし

ます。

2．本日の理事会の決定事項についての報告

（1）本年度の活動報告書の提出期限を6月7日と

致したいが、各特定委員長さんは期日までに所

属の部門委員長さんに提出され、部門委員長さ

んがチェックをされた後、所感報告書を添えて

幹事までど提出をお願いしたいと思います。

（2）兼ねて社会奉仕委員会で計画されておりまし

た「ゴミを捨てない、空缶を捨てない運動」の

アピールとして、庄内交通路線バスの案内で乗

客に呼びかけるテープの吹き込みにど協力下さ

いました庄内交通さんに、薄謝として金5万円

を差し上げることに致しました。ご協力下さっ

た会員の本山さんに感謝を申し上げます。

3．6月9日は当クラブの創立記念日に当りますが

例会で簡単ながらお祝いを予定しておりますので、

全員のご出席をお願い致したいと存じます。

（例会日の6月7日に行ないます）

4．最後に、台中港区R．C．12周年記念式典慶祝訪問

についてご報告致します。

私は一足先に出発しましたが、一行7名は予定

通り5月7日に台湾に到着。午後から国内航空で

花連の観光に向われました。石黒ガバナーど夫妻

は台北に留って台北市郊外の士林R．C．の7周年記

念式典に招待されたようでありました。翌8日は

全員台北で過し、′9日午後揃って台中に到着。同

夜に市内のホテルで台中港区R．C．の歓迎晩餐会に

お招きを受け、時間のたつのも忘れて歓談しまし

た。10日の日は日月簿の観光とゴルフのプレイの

2組に分れて別々に行動した後、予定通り午後5

時沙鹿中学校の講堂において式典に参加致しまし

た。慶泉生ガバナーと石黒ガバナーの祝辞があり

続いて各界各姉妹クラブ会長からの祝詞がありま

したが、台中港区R．C．会長の陳克己（同中学校長）

さんの基調報告を聴いて、私はこのクラブが実に

活力に満ち充ちたロータリークラブであると感心

しました。年次大会で数々の賞を受けられたそう

ですが、当日の式典の場に於いても、社会・職業

に貢献のあった社会人に対して心のこもった表彰

をされるなど、実に活発な奉仕活動をされておら

れるようでありました。特にポールハリス　フェ

ローの数が多く、一人一人がロー∵グリーを楽しみ

奉仕に励まれているようでありました。祝宴に入

ってからも会長経験者のお歴々をはじめ、会員の

皆さんが遠路の私たちを塀い、波のおしよせるよ

うに絶え間なく廻ってきては酒をすすめるなど、

まことに心温まるおもてなしに感謝を深めて参り

ました。特に会員夫人が30名近く宴に加わられた

事、何時ものことながら恐縮してまいりました。

私共のクラブのやり方は引っ込み思案で心の表現

が下手のようでありますが、この点一考する必要

があるかと考えます。

以上をもって報告を終ります。

5．最終回のクラブ協議会は6月14日に実施したい

と予定しています。



（幹事報告）　佐藤元伸君

1．会報到着

遊佐R．C．　鶴岡西R．C．

米沢R．C．　米沢西R．C．

2．R．Ⅰ．第253地区Ⅰ．A．小委員会委員長週足正一氏

より経費等の送金について、染野先生・顧問教師

篠崎孝一先生・鶴岡R．C三井徹先生によろしくと

の事です。

3．例会変更

温海R．C．　山菜がりの為

日　時　5月23日（月）P．M．3：30

場　所　関川　金沢屋

登録料　会員　2，500円

家族　2，000円

4．立川R．C．より職場訪問の為

日　時　5月19日　12：00～

場　所　東北阪東電機KK

5．酒田・酒田東R．C．合同例会

日　時　5月18日　12：30

場　所　山形新聞酒田支局3階ホール

登録料　1，500円

（亘会員紹介〕
御　橋　義　諦（ミハシ　ギタイ）

生年月日　　昭和3年生れ（55才）

勤務先　　県立鶴岡家政高等学校校長

自　　宅　　鶴岡市本町二丁目7－30

（旧一日市町）

学　　歴　　旧制山形高等学校卒業

海軍兵学校2年修了（前にゲスト
スピーチとして「零戦闘機」のお

話をして頂きました。）

職　　歴　　中学校教諭15年（一中、三中他）

高校教員15年

（家政高、鶴工高地）

県教育庁勤務　5年

趣　　味　　軟式庭球と飛行機（零戦戦闘機か）

只今紹介頂いた御橋義

諸でございます。
一年前零戦の話の時は

大変お世話になりました。

あの時は、随分勝手なこ

とを話させてもらって、

私は気分良くして帰らせ

て頂きました。

斎藤さんとは、頭の方

は斎藤さんの方が上のよ

うでありますが、（一同

爆笑）年令の方は、私は昭和一桁で私の方が少し上
のようであります。

幸い今回、斎藤様始め会長様からのお話を戴き、

この名誉ある当会のメンバーに加えて頂けるという

ことは、私は私なりに大変名誉なことと感激してお

ります。

いろんな諸先輩の方々がおられます。どうか今後

よろしくお願い致します。

根　岸　幸　一

生年月日

勤務先
自　　宅

会　　社

出身地
学　　歴

職　　歴

（ネギシ　コウイチ）

昭和6年8月14日

山形スバル自動車㈱代表取締役

鶴岡市大西町37－25

鶴岡市西新斎町8－20

群居県

東大法学部　昭和29年卒

昭和29年　富士重工業入社

昭和54年6月　山形スバル自動車

㈱代表取締役に就任

家　　族　　埼玉県和光市に奥様．彩子（サイ
コ）様

趣　　味　　ゴルフ・読書

只今紹介頂きました根

岸でございます。

鶴岡に参りまして4年

を経過する訳ですが、最

初メーカーから出向する

時、鶴岡はそう雪は深く

ないところであると聞か

されてきたのですが、そ

の年の冬には20数年ぶり

という大雪にぶち当り、

話が大部違うぞと感じた

記憶がございます。話には聞いていましたが、風雪
の厳しさというものは、ほんとうに体験してみない

と理解できないものであり、4年経ってやっと冬に

馴れ、庄内の冬に免疫抵抗力ができて参りました。

庄内の良いところは、素晴らしい自然と、そして人

情豊かなところが、東京にはない良さがあると思い

ます。

いろいろ解らないところばかりですが、よろしく

お願い致します。

（会員　報告‾）
1．社会奉仕委員会

山口篤之助君

車椅子の青春という映画が来る5月23日夜開催さ

れます。会員の皆様に前売券の御購入をど協力方お

願い申し上げます。



2．インター　シティ　ミーティング
に　参　加　し　て

内山喜一君

去る5月14日福島市民

会館において「第253地

区1982～′83　インター

シティ　ミーティング

（LC．M．）」が開催され

ました。

その時、田中善六ガバ

ナー　ノミニーのアメリ

カに行かれる送別会も兼

ね会談が催されました。

そして、田中ガバナー

ノミニ1より、来年度第253地区の運営基本方針要

項につき、次の如く説明が行われました。即ち、

国際ロータリー会長　ウイリアム　E　スケルトン

氏の今年度テーマ
・Share Rotary Serve Peoplo！

（みんなにロータリーを　みんなに奉仕を）

の鼓吹と実践に努力し、新しい発想の転換によっ

て組織の簡素化による経費の節減につとめ、その

使命とする課題を次の四本の柱を軸として、地区
の運営にあたる。

（1）会員増強拡大

（1）－1内部拡大　会員増強運動の強力な展開

クラブ規模　　　純会員増

15名以下　　　　1名

16～25名　　　　2名

26～35名　　　　3名

36～65名　　　　4名

66名以上　　　　5名

（1ト2　外部拡大

新ロータリークラブの創立　2R．C．

（2）職業による奉仕の徹底

自己の職業に徹し発展の尖兵たること

（3）ロー∵グリー財団への協力

地区平均1人当り　50ドルの支援

（4）広報活動の充実

（4）－1内部情報の充実

（4）－2　外部広報の重要性の認識

尚、研修会が開催されましたが、皆さん方がそれぞ

れ非常に熱心であり、上述の基本方針等についても

種々の意見が出されました。それらの有意義な発言

は、来年度の運営にその効果が発揮されるものと考

えます。

又、活動計画の提出日を6月7日にしたのは、ガ

バナーの公式訪問日が既に決っているからでありま

す。鶴岡は7月19日です。実際にガバナーが到着さ

れるのは18日の4時にお迎えに参りまして、5時に

は鶴岡にお入りになります。19日は例会開催後、そ

の後クラブ協議会に参加されるスケジュールになっ

ています。従って19日までには活動計画の立案、そ

して報告の取払まとめを完成して、ガバナーをお迎

えできる態勢を整えたいと思います。

この点をお含みの上、6月7日までの活動計画の

提出については、何分のご協力をお願い致します。

3．親睦活動委員会

張　紹淵君
○奥様誕生　黒谷貞子（正夫）様

05月15日の由良海岸家族親睦会の開催について

5月15日は皆さんがど多忙の為かお集まりがやや

少ないようでした。
マイクロバス1台で、大変和やかに行なわれまし

た。今回の親睦会は、参加人員には恵まれなかっ

たが、天気には大変恵まれて、川村君、山下君等

幹事の皆々様のど協力で、楽しい親睦会を開催す

ることができました。

次回は、参加人員にも恵まれ、更に有益な親睦会

が催されるよう、スマイルをさせてもらいます。

4．ロータリー財団委員会

佐　藤　衝君
ポールハリス　フェローになられる為のど寄付を

頂いた方々をご紹介申し上げます。

迎田　稔君　　ポールハリス　フェロー

石井敬三君　　ポールハリス　準フェロー

若生恒古君　　ポールハリス　準フェロー

今年度は今日まで、ポールハリスが5名、準ポー

ルハリスが17名が誕生していますので、ど報告申し

上げます。

（ス　マ　イ　ル）
張　紹淵君　　由良海岸の家族親睦会の成功を感謝

して

佐藤友吉君　　鶴岡市中央公民館、
工事を受注につき

中村富昭君　　庄内地区健康管理七

受注につき

東北電気工事㈱

東北量水器㈱
㈱温海佐藤組

視聴覚センター

㈱佐藤工務店
ンクー新築工事

中村富昭君
若生恒吉君

佐藤　衛君
佐藤　衛君　　長男が医師国家試験に合格して

佐藤順治君　　5月10日の出席率97．3％を感謝し、

更に次回も好成績となる様祈念して

（ビ　ジ　タ　ー〕

鶴岡西R．C．　菅原隼雄君．佐藤　拡君



職　場　紹　介

医療法人　産婦人科三井病院

理事長・院長　三　井　　　徹

昭和24年もっとも小さな医院（医師1．看護婦1）

として開業。地域と時勢のニーズに従って、徐々に

拡張して今日の形態になった、根っからの開業医で

ある。開業医という心易い人間関係と近代医療の設

備とを兼ね備えることを目的に病院形態になった。

病床数52、常勤医3、嘱託医2、助産婦5、高看6

産科看護婦11、准看5など総勢50名の従業員。「和

顔愛護」をモットーにしている。昭和54年30周年記

念に、内川端児童公園に「母子像」（標題慈愛）を

建立。元気な赤ちゃんの誕生から、健全なその育成

を念願している。最近は分娩と併行して、手術が活

発になってきている。一般の人々の生活水準の向上

に伴って、病院の居住性の改善に留意している。病

院のシンボルマークはカトレヤの花、院内に花と緑

と絵を多からしめている。病院経営の夢は多いが、

現実の日本の低医療費、殊に数年来実質的な値上げ

がない。尚当分は現状維持という医療保険行政には

夢がしぼんでしまう。手術料はアメリカの舅臥韓国

の毎という信じられぬような現状である。政府、大

企業、マスコミも皆支払側という経済立国の日本の

医療費抑圧行政は早急に、合理的に改善されて、夢

の花ひらくような快適な医療が国民に提供されなけ

ればならないと痛感する。

名　　称　　住友海上火災保険株式会社

鶴岡支社

所在地　　鶴岡市馬場町8－25

電　　話　　0235－24－6314

代表者　　社　長　徳　増　須磨夫
支社長　工　藤　弘　道

資本金　　275億円

取扱品目　　自動車保険、火災保険他各種損害保

険

従業員　10名（鶴岡支社）

当社は、明治26年の創業以来約1世紀にわたり、

「損害保険事業を通じて社会・公共に奉仕し、その

福祉と繁栄に貢献する」ことを事業精神として着実

にその歩みをすすめてまいりました。

「1人は万人のために、万人は1人のために」と

いう保険事業を象徴した言葉がありますが、このき

わめて社会公共性の高い使命、責任を果たしていく

ため、当社は「信用を重んじ確実を旨とする」こと

を経営の根幹とし、又、変化する社会の要請に応え

るべく「進取向上を尊ぶ」精神を行動指針としてお

ります。

当鶴岡支社は、3年にわたる準備期間を経て昨年
4月開設いたしました。おかげさまでクラブの皆様

をはじめ、当地域の皆々様のど支援を得て無事スタ
ートできました。お客様に「親しまれ信頼される住

友海上」をモットーに、不断の努力を積み重ねてま

いります。なにぶんのご指導をお願い申し上げる次

第であります。

職業奉仕に関するポール・ハリスの考え

「こんな質問をよく受ける：『何故ロータリーク

意識を生み出し、職業上の嫉妬心を取り除き、互い

の助け合いを奨励し、自己の職業の尊さに誇りを持

たせ、さらに、他の職業の業績を共に喜び合う広い

ラブは会員を明確に異なる各職業から一人に限って　　　心や問題点を気づかう思いやりを滴養するのであ

いるのか？』それは、このやり方で様々な効果が得　　　る。」

られるとわかったからだ。即ち、気bの合った仲間　　　　　　　　　（今週の担当者　石塚敏彦）
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