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（会長報告＿）

＼｝

川村徳男君

理事会決定事項

1．名誉会員に鶴岡市長斎藤第六氏、酒井忠明氏

にお願いする。

2．クラブ会員入会金、ビジター登録料は現行ど

おりとする。

3．細則の改正

（1）クラブ奉仕委員会の内外部拡大委員会とク

ラブ資料委員会を特別委員会に移したので、

細則から削る。

（2）その他落ちているものを入れ、入れなくと

もよいものを削る、など字句の整理をする。

以上、後日文書でお届けしますのでど検討下

（二重二享：亘きつ　迎田稔君
0例会場変更のお知らせ

立川R．C．　立川町商工会館

○例会変更のお知らせ

酒田東R．C．初例会のため

日　時　　昭和59年7月5日（木）午後6時

場　所　　酒田産業会館4関大ホール

登録料　　5，000円

遊佐R．C．

日　時　　昭和59年7月10日（火）午前6時

場　所　吹浦十六羅漢海岸

登録料　1，000円

○米山奨学生名簿、P・H・Pを回覧中

○本日午後4時よりクラブ協議会

場所　産業会館4階第2会議室

午後6時より懇親会、物産館3階で行います。

現在25名の参加申込みあるが、多数出席して下

さい。

○前会長内山喜一君、前幹事斎藤隆君にバッチ贈呈

ー／　　　　　第26期鶴岡ロータリークラブ会長就任挨拶

1984′・・／1985ロータリー

年度の鶴岡R．C．の会長に就

任するに当りましてごあい

さつを申し上げます。

まだロータリー歴も短か

く、経験も浅い、至らない

会長ですが、伝統ある鶴岡

R．C．の歴史に、さらに輝か

しい一貫を加えるため、一生懸命重責を果したいと

川　村　徳　男　君

思いますので、この一年間、皆さまの温かい友情を

寄せてど協力下さいますようお願いを申し上げます。

カルロスR．Ⅰ．会長は、“見つけよう　奉仕の新生

面1－とターゲットを示され、斎藤ガバナーは、これ

を受けて、“新しい世界は身近かなところ、足もと

にありはしないか、それを開発しよう。さあ、AB

C（Activity．Balance．Communication）か

ら始めよう。そして、すぼらしい計画を地域社会に

植えつけ、花を咲かせ、実を結ばせよう▲－と言われ



ました。

さて、25年、四分の一世紀という我が鶴岡R・C．の

歴史をふりかえりますとき、それは、地域社会の指

導的役割を果しながら着実に発展を遂げ、確固たる

基盤を築いてきた先輩ロータリアンの、たゆみない

超我の奉仕活動に象徴される数々の輝かしい足跡で

あり、まことに尊い歴史の重味を感ずるのでありま

す。

しかしながら一方において、華やかな活動の蔭に

は、大きな足跡でありながら、しかも一層拡大強化

さるべきものでありながら、現実には今にも消えそ

うになっているものがあることも否めません。

そこで本年度は、基本に立ちかえって過去を見直

し現状を見つめて、25年という年月の経過によって

ぎこちなくなってきた部品を修理し、油をさすとい

った、足もとを固める活動の年度、更には、前年度

までに終結しない活動にしめくくりをつける年度、

にしたいと思います。そして来るべき30周年に向け

て、大きく羽ばたく下地となるべき活気あるクラブ

づくりを目標にしたいと思います。

そのために私は、本年度の重点項目として、内と

外に向けて、二本の柱を定めます。

堅い友情の絆は、深い相互理解と好ましい協力関

係を生み出し、それはまた、活発な奉仕活動を誘発

する原動力になるものであると確信いたします。そ

こで私は、ロー∵グリーの原点とも言われる、会員相

互の親睦を深め、友情を強めることを第一の柱とい

たします。

次に、わがクラブは歴史的にみても、地区内の他

クラブに先んじて交換学生を受け入れ、インターア

クトクラブを公立校につくるなど、青少年の育成に

は並々ならぬ理解を示し、情熱を傾けてまいりまし

た。そのことは近年においても変ることがなく承け

継がれているものと思います。即ち、昨年四月に青

少年委員会が主催した少年の非行を考えるバズセッ

シ′ヨこンは、会員が等しく大きな感動を覚えた全員参

加の画期的な試みで、これを企画した着想と実行力

に心から敬意を表します。

然しながら、討議自体は青少年奉仕への一過程で

あって、奉仕活動そのものではありません。討議の

まとめとして幾多の提言がなされておりますが、こ

れをもとに地域社会に向けて行動を起してこそ真の

奉仕活動になるのであります。しかも、青少年の健

全な育成は、クラブとして単に青少年奉仕のみなら

ず社会奉仕にも、とりあげようによっては職業奉仕

にも国際奉仕にもつながる幅の広い活動になり得る

ものですし、特に、地域社会が規に抱えているニー

ズにも合致するものと思います。そこで私は、イン

ターアクト、ローターアクトの各クラブを含めた青

少年の育成指導を第二の柱とします。どうか、せっ

かく咲いた美しい花に、みんなの力で立派な果実を

みのらせようではありませんか。 ヽ、▼一

以上申し上げました二つの柱は、決して新しいも

のではありませんし、何れも非常に難しい課題を含

んだ大きい柱であります。それだけに、多くの強い

支えが必要であります。委員会の編成に当りまして

は、ロータリー歴とか年令にこだわらないで、新し

い人、若い人にも委員長のポストをお願いして、そ

こにはベテランを配置し、また、多くの人に同じ委

員会に再任をお願いしましたが、これは活性化と共

にバランスのよい委員会活動を希い、二本の柱の支

えになることを念願したものにはかなりません。

なお、本年度中に予定されます臨時的な事業の主

なるものとして、分区のⅠ・G・Fが10月23日のガバ

ナー公式訪問後の早い時期に当クラブのホストで行

なわれるほか、来年3月には台中港区R・C・との盟約　、．＿

10周年に、5月は鹿児島西R．C．との盟約20周年に、

夫々当りますので、何等かの記念事業を計画したい

と考えております。

以上、基本構想を中心に本年度の運営方針をど説

明いたしましたが、幸い迎田さんという心強いパー

トナーを得ましたし、経験豊かな理事会のスタッフ

も居られますし、その上事務局には頼りになる山下

さんがおられます。この一年精一杯頑張りますので

会員の皆さまの温かい後押しを、重ねてお願い申し

上げ、会長就任のごあいさつといたします。

ありがとうございました。



幹事就任挨拶

迎　田　稔君

幹事の仕事は会長を補佐

して、会長を大きく見せる

ことが大切なんだそうです。

クラブの会務をスムーズに

運営出来るように頑張りた

いと思います。

クラブへの不満、要望何

んでも結構ですから、なん

ー／ノ

なりとお申し付け下さい。よろしくお願いします。

温海R．C．会長挨拶

藤　谷　隆君

鶴岡R．C．よりは特

別のめんどうをみて

いただき厚くお礼申

し上げます。

今後、今野幹事と

共に頑張りますので

なにかとお世話にな

ります。

今後共よろしくご指導お願い致します。

（委員会報告）

（社会奉仕委員会）

鶴岡市より内川清掃奉仕作業

目　　時　　7月8日（目）

午前7時より9時まで

集合場所　　鶴岡消防署前午前6時50分まで

鶴岡R．C．　鶴圃橋より三雪橋

もちもの　　草刈鎌、手袋

小雨決行、雨天の場合次の日曜日

こ協力をお願い致します。

（親睦活動委員会）

会員誕生　　黒谷正夫君．森田清治君

佐藤順治君．嶺岸光吉君

中江　　亮若

奥様誕生　　張　　秀子様．小池　　英様

工藤利子様．富樫　　貞様′

飯自安江様．風間富士子様

諸橋靖子様．佐藤清子様

三井健さんより、今年は従来と変り、夢のあるも

のにと考え宝くじに致しました。宝くじであり当選

の際には、だんな様、奥様夫婦げんかをしないで共

有にして下さい。今回は7月6日抽選で、一等賞は

2，000万円、前後賞500万円、二等賞1，000万円、

3等質100万円、100万円以上当選の場合10％位ス

マイルをよろしく。

〔出席委員会）

年間皆出席

19年間皆出席　鈴木弥一郎君

12　　ク　　　　森田清治君

1　　〃　　　　白坂　　久君

6月100％出席　56名

阿蘇．張．藤川．福島．布施．飯白．石井．石川．

石黒．板垣（俊）．市川．川村．黒谷．小池．」＼松

（広）．今野．小松（三）．加藤．忠鉢．三井（徹）．

三井（賢）．三井（健）．巌岸．迎田．森田．松田（貞）

松田（士）．中江．中野．中田．斎藤（隆）．佐藤（昇）

佐藤（忠）．佐藤（順）．佐藤（友）．新穂．菅原．鈴

木（善）．鈴木（弥）．佐藤（陸）．庄司．佐藤（英）．

鈴木（茂）．佐々木．斎藤（昭）．白坂．丹下．津田，

手塚（林）．富樫．内山．渡部．山口．吉野．塚原．

〔ス　マイ＿塵つ
三井　徹君　　土曜会合唱団のお礼

川村徳男君　　会長就任

迎田　　稔君　　幹事就任

（ビ　ジ‾了‾二つ

温海R．C．　　藤谷　　隆会長．渡部晃雄‾君

今野金一幹事

鶴岡西R．C．　加藤重郎左衛門君



‾笥した

前幹事．斎藤　隆君　亥年生

イラストは阿蘇司朗君

（今週の担当者　斎　藤　昭）

ロータリー用語便覧（い

ロータリー．ソ　創始者ポール・P・ハ
ング リスに誘われて五人

目の会員になった印刷屋のハリー・ラ

グルスは、不動産屋のウィル・ジェン

ソンを推薦して参加させた人として知られているが、

グループの最初の頃のある集会で彼は、椅子の上に

立ち上り「歌をうたおうではないか」と呼びかけた。

彼は歌うことが好きで、今日、シカゴ・ロータリー

・クラブを始め世界各地のクラブの例会での慣習と

なっている合唱は、彼の唱歌についての熱意から生

まれたものである。

ロータリーと政クラブとして政治的意見を述べた
治活動　　　　り政治的行動をしたりすることは

禁じられている。したがってクラブとして公職候補

者を推薦・支持することはできない。しかし、個々

のロータリアンが政治や公共の問題に関心をもち、

例会で討論することはむしろ奨励されているといっ

てよい。

ロータリーにも 「ロータリーのことなら何でも正

欠点はある　　しい、と言えるだろうか」－ポ

ール・P・ハリスはその晩年に、こう問いかけてい

る。「われわれの活動する時代はもう終わりつつあ

るのだろうか。いや、有難いことに、そうではない

のだT一何もかも悪いところだらけなのだ。ロータ

リーのどこをとってみても、改善の考えられないよ

うなものは、おそらく一つもないのではないかと思

う。ロータリーが開拓者となる時代はいま始まった

ばかりだ、と私は考えたい」

濃紺青と黄金色。ロータリーの正
ロータリーの色

式の色は、1929年ダラスの国際大

会で決定（決議第12号）された。したがって、ロー

タリーの徽章は、輪全体を黄金色とし、輪縁の四つ

の窪みの部分は濃紺青、窪みの“Rotary”と“Ⅰ－

nternational”の文字は黄金色で表わし、中心と

楔穴は空自のまま残すことになっている。

ロータリーの営　ロータリアン同士の間での商業関

利化　　　　係は公正なものでなくてはならな

い。したがって、仲間の会員に対して、その人の他

の一般の取引相手よりもよい条件で取引したいと期

待するようなことは、邪道でありロータリー精神か

らの逸脱とみなされる。しかし、ロータリアンが、

ロータリーでえた友情の自然の成り行きとして、新

しく取引関係が結ばれたり、商売が殖えたりしても

それはロータリーの信条に何等反するものではない

とされている。要するに、ロータリーにおける友情

を自己の営利のために利用することは、厳に戒めら

れている。

ロータリーの拡　ロータリーの目的を達成するには、
大　　　　　ロータリー・クラブと会員を殖や

して、拡大する必要がある。このための活動には、

「外部拡大」と「内部拡大」の二通りがあるが、そ

のためにロータリーの質を低下させないことが要求

される。質の伴わない拡大は無きに等しいからである。
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会長・幹事さん一年間元気で奉仕活動を期待いたします

現会長．川村徳男君　己年生

（会長報告〕
会長エレクト　山口篤之助君

理事会決定事項

1．クラブ細則の改正案を発表致しますが、次回例

会で川村会長より詳しく説明があります。

2．土曜会からお便りが参っておりますので、御紹

介致します。

拝啓

18時間という長い空の旅を終え、ようやく

私達はブレンケンツに着きました。

渡欧前の記念演奏会では並々ならぬ御支援

をいただき誠にありがとうございました。

明日かやは、いよいよ演奏会が始まります0

精一杯頑張るつもりです。

ではまた鶴岡でお会いする日を楽しみにし

ております。

鶴岡土曜会

現幹事．迎田　稔君　午年生

（幹　事　報告）
迎　田　稔君

○ロータリー入門書の申込み

○ロータリーの友英語版の申込み

○山形県非行防止緊急県民大会鶴岡・田川地区集会

への参加依頼

日　時　昭和59年7月16日（月）　午後1時

場　所　荘内神社参集殿

内　容　実践事例発表と講演

講　師　（財）ハーモニーセンター理事長

大野重男氏

分　区　代理　挨　拶

大川俊一君

鶴岡西ロータリーの大川です。7月1日に分区代

理に就任したばかりのホヤホヤでございます。伝統

ある鶴岡の皆様に今後色々と御指導・御鞭撞を賜わ

りたいと思っています。分区代理の仕事は一寸申し



上げますが、手続き要覧の

中に書いてありますが、ガ

バナーの公式訪問を助ける。

Ⅰ・G・Fの計画・準備をす

る。ゲストスピーカーの斡

旋。ガバナーの要請や勧告

をクラブに伝え督令する。

担当クラブの行事をガバナ

ー事務所に連絡する。と、書いてあります。

今年はI・G・F（Inter General Forum）

を鶴岡の皆さんから一生懸命頑張ってもらおうとし

てお願いしてございまして、鶴岡クラブさんより快

よく御引受け戴きありがとうございます。

11月10日（土）会場の都合でこうなりましたが、地

区では10月28日一斉にやりたいとの事でしたが、鶴

岡は産業会館の都合で11月10日（土）という事になり

ました。リーダーは郡山の平松バストガバナーでご

ざいます。メインテーマ：これは必ずやって欲しい

というテーマでございますが、Ⅰ・G・Fを考えよう

という事です。文言的にはもっと煮つめてみたいと

ガバナーがおっしゃっておりますが、メインテーマ

は「Ⅰ・G・Fを考えよう」で、サブテーマが3つほ

どありまして、「ロータリー奨学生・米山奨学生・

青少年交換学生について考えよう」2つ目に「ロー

タリーの体質改善と近代化」3つ目に「ロータリー

の魅力をより高めるためには」というテーマでござ

います。鶴岡クラブの皆様には大変御迷惑をかける

と思いますが、ひとつよろしくお願い申し上げます。

今後共よろしくお願いします。

鶴岡西R・C・会長挨拶

阿部光男君

御紹介を戴きました鶴岡西R・C・の阿部光男です。

日頃鶴岡R．C．には何かとお世話になりまして、誠に

ありがとうございました。

昨年度は年度半ばにしまして例会場が変わりまし

て、こちらの例会場を使わせていただく事になり、

会場のターゲットなどそのまま使用させていただき

又、本年も同様に使わせて

いただくという事で、御好

意かたじけなく思っており

ます。

昨年度はクラブの会員が

2名亡くなり、又、退会者

が数名おりまして、本年度

は33名でスタートを致しま

す。会員の数が少のうございますが、こちらで何か

ありましたら、お手伝い出来る事があったらお言い

つけ下さればありがたいと思っております。

本日は佐藤幹事もご挨拶申し上げるところでした

が、時刻寸前になりまして急用が入りまして失礼を

致しております。

今後共、幹事共々よろしく御指導を戴きますよう

にお願いを致しまして、私の年度の挨拶にかえさせ

ていただきます。

民間ユネスコ運動について

三　井　徹君

民間ユネスコ運動第1回世界大会が7月16日から

10日間日本（仙台．神戸・広島・東京）で開催され

ます。その間地方研修プログラムとして、当市にも

3人の外国人会員が3泊4日の日程で来訪します。

スペインのHanuelMenchin Anteqvera氏、エ

クアドルのFrigverea Punco Sergio氏、それ

にボリビアのGustavo Ressin氏の方々です。

20日の夕方に鶴岡に参りまして顔合せをやりまし

てホームシティーをやります。これが一番大事な事

でして、21日には致道館や市内の研修をやりまして

羽黒山の斉館に泊めていただき、翌日は農業国です

ので、藤島町の町当局や庄内農業高校見学研修、そ

れに藤島町青年との交流をやりたいと思っています。

午後から鶴岡へ参りまして、物産館ホールをおかり

して交流研修会並びに歓送の夕べを催し、ホームス

テイの後23日朝、山形を経由して帰京致します。

鶴岡のユネスコも35年位の歴史がございまして、

本当に阿部嚢先生がほとんどマンツーマンの人作り

、■■ノ

J



ということで非常にユニークな活動をなさって来ら

れた訳ですが、最近の世界情勢のしからしめるとこ

ろ、一般の方々のユネスコへの関心を高めて、理解

をいただいて、参加していただくという情勢になっ

てまいりましたので、このような事をやっておりま

すが、一般市民の方々に対しても荘内日報を通じて

やりましたし、又、特別に個人、団体へと呼び掛け

まして御入会・御支援を戴いて、多くの人がユネス

コに関心を持って参加していただきたいと思ってお

ります。そのようにして進むべき時期じゃないかと

考えています。

今度の事に関しましても、すでに御寄附をいただ

いた方もございまして厚く御礼申し上げます。今日

はまた不躾ではございますが、一口千円位にこの行

事に関しましてスマイルをお願い出来れば大変有難

いと存じます。色々勝手な事を申しまして恐縮です

が、どうぞよろしくお願い致します。

22日の歓送の夕べにつきましては、次回例会まで

ハッキリしますので、それまでお待ち下さい。

どうもありがとうございました。

（＿＿＿芦員会報草」

●S・A・A委員会　委員長　加　藤　賢君

1．奇数月の第一例会の配席を委員会別に設けたい。

2．例会欠席の際は必らず電話する事。

3．B・G・Mをソフトなものにする。

4．ビジターの方々を楽しくメーク出来るように迎

える。

5．私語を慎しむよう

6．バナーをきれいにする。

◆出席委員会　　　委員長　中田敏和君

1．出席記録保持者の席を設ける。

2．出席率の目標を93％に定める。

3．100％出席例会を作りたい。

（創立記念日か公式訪問日）

4．欠席者には声かけをしますが、本年一年間出席

の件よろしくお願い致します。

●青少年委員会　　委員長　藤川享胤君

1．非行防止緊急大会の出席要請

上野君、山村君、市川君、白坂君、藤川出席

予定。

●社会奉仕委員会　委員長　吉　野　薫君

1．内川清掃は7月15日に変更になりました。

しを二L＿±＿＿」ヒ」

張　紹　渕君　　誕生祝いの宝くじで5等（2千

円）当選でスマイル。

（ビ　ジ　タ　ー‾‾〕

鶴岡西R．C．　大川俊一君．阿部光男君

足達一見君．菅原隼雄君

羽根田正吉君．佐藤　　拡君

1984．7．11（水）曇

P．M．6：00・・－6：30

津田君宅にて

阿蘇君：お忙しいところ一寸取

材を。

津田君：何んの話をするの？

阿蘇君：津田さんはたしかスキーがお好きとお聞き

していますが、ずいぶん前からですか？

津田君：いやいや10年程前から始

めましたよ。

阿蘇君：おそい手習いのようです

が、動機は？

津田君：友人にさそわれましてね。

海も好きですが、年に何日間しか

楽しめないでしょう。9・10・11

月を除けば、すべて楽しめますか

らね。

阿蘇君：どんなところがよいと思われますか。

津田君：なんともいえませんな。夏は特に全身裸で

青空のもと、太陽の光をさんさんと受けて自然にと

けこむ……やった人でなければわからんですね…・∴



ア／、ハハ。仕事以外のおつきあいも広く出来るしね。

阿蘇君：それで、教えられたこととか、思い出のあ

ることはないですか。

津田君：実はあるんですよ。若い人達と相宿になっ

たときのことですがね、男の人達でしたがね、今の

若い人から教えられたことがあるんですよ。学生さ

んでしたがね、こういうんですよ。学生時代は王様

で、就職をすれば独身貴族だし、結婚すれば平民と

なって、子どもが生まれれば奴隷になると言うんで

すよ。そこから社会に出てからの心がまえを教えら

れた気がしましてね。若い学生時代のうちに楽しむ

ことだし、それは王様だから出来るんだというんで

すよ。考えさせられましたな。

阿蘇君：ところで津

田さんのお生れは？

津田君：大正7年の

鳥ですよ。すっかり

歳がノミレましたな。

エッ！幹事の迎田さんも烏ですか？　一廻り下で

すな。若いな－。

阿蘇君：いろいろ有難うございました。

（今週の担当者　中　鉢　徹）

ロータリー用語便覧12）

ロータリーの綱国際ロー∵グリーおよ

領　　　　　び各ロータリー・ク

ラブの奉仕活動の指針を示したもの。

したがって、国際ロータリー定款にも

ロータリークラブ定款にも、全く同じ趣旨の規定が

ある。つまり、ロータリーの奉仕活動の道標は全世

界に共通であるのが基本原則で、「有益な事業の基

礎として奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、特に

次の各項を推進する」というのが中心になっている。

G）奉仕の機会として、知り合いを拡めること。

せ）実業・専門職業の道徳的水準を高めること、

あらゆる有用な職業は尊重されるべきであると

いう認識を深めること、ロータリアンは各自そ

れぞれの職業を品位あらしめること。

㊥　ロータリアンすべてがその個人生活・職業生

活・社会生活に、つねに奉仕の理想を適用する

こと。

④　各日の職業を通じての奉仕の理想に結ばれた

実業人と専門職業人の世界的親交によって、国

際間の理解と親善と平和を推しすすめること。

ロータリーの名　ロータリーの創始者ポール・P・ハ

称と「輪番の日」リスは、第3回目の会合のとき、

クラブの名称をどうするかについて幾つかの提案を

し、その中から「ロータリー」という名が選ばれた。

そのわけは、はじめのうちクラブ会合が、各会員の

職場で順々に開かれたからで、このように多くの人

が物事を順くりに行なうのを輪番（Rotation）制と

いうことから思いつかれたのだと言われる。そして

この目を「輪番の目」といい、この輪番の日はロー

タリーの開拓精神を復活させるために継承され、世

界の各地で行なわれている。

ロータリーの目　社会生活における人間の幸福は、
的　　　　　他人への思いやりと助け合いにあ

りとするロータリーでは、クラブ奉仕・職業奉仕・

社会奉仕・国際奉仕の四部門を設け、各自の職業を

通じて「奉仕の理想」を推進することを目的として

いる。そのためには、

①　広く知己を求めて、奉仕の機会を多く持つ

（わ　自分の職業に誇りを持ち、その道徳的水準を

高める。

㊥　公私の別なく奉仕の理想を実行する。

④　国際的にも理解と友情を広め、深める

という4つの道をひらき、そして各自が、

∈）真実かどうか

（わ　みんなに公平か

（釘　好意と友情を深めるか

年）みんなのためになるかどうか

という4つのテストに照して行動することが何より

も大切として、会員に求められている。

〉　トプうて帖　＝侶＝封　t一　日　＼．ばl】．′州封・う　ご丁　ご5・り也巨一

．・l】可．了J Lい是いけ　出川。商」二会話汗的　・辻．∫占　t）ご：うう■三】7711

．…∫い【Jj刷的′描■で　二日市ホ一一rL　削≦i H‘‘毎週大輔用　′巨後12馴㌧1馴
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〔季長報草つ　川村徳男君
（1）臨時理事会で本年度の予算案が承認され、後程

会計理事の渡部さんから報告していただきます。

（2）ガバナー公式訪問が10月23日行われますが、そ

れが終り、クラブ協議会後に行われるガバナーを

囲む懇親会を、庄内分区代理が主催するガバナー
と分区の各クラブ会長・幹事の懇親会を開催する
ことに決定しました。

（3）9月6日（木）、高等学校・中学校英語弁論大会
にクラブから例年どおり賞状・楯を贈呈します。

（4）ニューブランズウィック親善訪問使節団に践別

を贈ります。

（5）ポール・ハリス・フェロー記念品が藤川享胤さ

ん、内山英資さんに参っておりますので、伝達し
ます。

（6）会員のNHK鶴岡放送局長の今野清一さんが仙

台に転勤されますので、退会されることになりま
した。今野さんは、1980年8月19日入会されま

して、以来3年11ケ月の間、S．A．A．、広報委員長、

会報、ロータリー情報の各委員として巾広いご活
躍で、鶴岡クラブに新しい風を吹きこんでいただ
きましたことを心から感謝申し上げます。一時、

健康をそこなわれたことがあったようですが、新
しい任地に行かれましてからは、体に充分留意し

て益々ど活躍されますようお祈りして送別のこと

ばといたします。

会長報告としては以上ですが、行事日程として、
23日（月）鶴岡ニューブランズ協会の総会と、青少年

親善使節団の壮行会を兼ねて午後6時から第一イン
であります。メッセージは差し上げることにしてい

ますが、新穂さんから解読してもらいます。この一

行の中に会員の小池さんのお嬢さんがおられます。
一般の行事としては、19日（木）は土用ですし、20日

（金）は商工会議所の会員大会です。20日のこの日は

海の記念日です。これは調べますと明治9年に明治
天皇が東北・北海道を御巡行されたとき青森から明
治丸という、1028屯の船で横浜に着いた日というこ
とだそうです。23日は大暑。いろいろ記念日とか何

何の日とかあるようですが、調べてみて機会があれ
ば報告してみようと思います。

（幹事報告）　迎田　稔君
（1）1984年度から1985年度の公式名簿の申し込み

を事務局で受け付けています。

（2）社会奉仕関係の内川清掃が中止となりました。

御心配をおかけしました。

（3）お手許のチョコレートは土曜会のお土産です。

（4）会報の訂正ですが、先週分で会長エレクト山口

寛之助君とありますが、副会長のあやまりです。
（5）東北電力の「家庭と電気」を回覧しております。

東北ユネスコ運動が載っています。

（6）23日のニューブランズウィック協会の総会の出

欠を早くお知らせ下さい。

（7）例会変更のお知らせ　　立川R．C．
ビアガーデンのため7月19日を7月21日に変

更。時間は午後6時、立川商工会館にて。

今野清一君退会の言葉

会長からもお話がありましたが、7月16日付で仙

台放送局付として転任します。長い間お世話になり

有難うございました。
ロータリーに入会しましたのは1980年8月19日

でしたが、当日浜田ガバナーの公式訪問の日で、入

会セレモニーをお受けした印象は深く、将来忘れ得
ぬ日になることと思います。4年間ロータリアンと

いう誇りと、みなさんの深い友情に支えられて本日
に至りました。厚く御礼申し上げます。なおお願い

でありますが、次期局長は今村といいまして、副局

長だった人ですが、ロータリーに入会したいといっ

ておりますのでよろしくお願い致します。

大変有難うございました。

（委員会報告）
○クラブ会計の決算・予算の報告が前会計の風間真
一君、本年度の会計の渡部利夫君からありました。

○三井徹君　ユネスコについて、この前はスマイル

をありがとうございました。海外ユネスコ会員の

中に女性が加わりました。ベネズエラからの妙令
の美人で、4ケ口語を話すインテリです。22日は

午後4時から6時まで交流会があります。

●親睦活動委員会　　委員長　三　井　健君

（1）昨年度を踏襲したい。

（2）年2回家族会をしたい。

（3）クリスマス家族会は通常通り別に行う。

（4）姉妹クラブ、近隣クラブとの親睦をはかる。



（5）家族や事業所の慶事に際しては、自主的なスマ

イルをお願いしたい。

（6）ゴルフ、マージャン、釣りの大会を行います。

●職業分類委員会　　委員長　市川輝経書

（1）地域内の事業、諸団体の状況の調査・検討。

（2）クラブの会員増強、会員選考に役立つ「充填・

未充填職業分類一覧表」の作製。

（3）会員増強、会員選考両委員会と連絡を密にし、

推選される新会員候補者の職業分類の適否を検討。

●雑誌・広報委員会

委員長　嶺岸光書君
（1）ロータリアン誌、レビスク・ロータリアン及び

地域雑誌によってロータリーの目的と理想を広く

伝え、新会員の適応指導に雑誌を利用し、ロータ
リアン以外の人々に役立てる。

（2）地元、地域社会の公衆と交流を深め、ロータリ

アン以外の人々にロータリークラブの活動及び世

界的ロータリーの理解と認識によって情報の収集
・提供に努める。

（3）地元報道機関を利用し、主要なクラブの行事、

活動の取材協力を求める。

（4）4月の「雑誌月間」を主催し、そのプログラム

を計画する。

⊂竺マ　イ　ル）
小池繁治君　ニューブランズ協会の青少年親

善使節団の一行に娘を加えさせ
ていただいて。

石黒慶之助君　一昨年地区大会で会長代理の英
子珊先生からロータリー手帳送
付のお礼が参りました。その代
金は当クラブの会計から出して
もらえるということでしたので。

藤川享胤君　　NHKとYTSさんからお盆の
コマーシャルをしていただきま

した。壇家も増します。来月は

佐々木さんどうぞ。

丹下誠四郎君　　この7月20日でモロゾフもおか
げさまで満20周年を迎えました。＼、‾

今後共よろしく。

（ビ　ジ　タ　二」

秋田R．C．　菊地鉄楼君（損害保険）
鶴岡西R．C．　児玉光弥君

1984．7．17（火）雨

P．M．1：30′－2：00

例会場で阿部与十郎君と
阿蘇：お忙しいところ、例会の

終ったところでちょっとお話を

させて下さい。

阿部君：2時30分から会議があ
るので簡単にね。

阿蘇：わかりました。お若い頃
からずっと現在までも続いている趣味というものが

ありますか？

阿部君：若い頃といっても昭和17年からずっとやっ

ているが、カメラをいじることかな。

阿蘇：カメラですか。思い出になるということはな
いですか？

阿部君：思い出というより湯の浜観光協会で主催し
た写実会で入賞したことがありましたよ。モデルを
つれてやりましたが、わたしはモデルはとらず、風

景をとって3位でしたがね。
阿蘇：カメラを持った動機は何ですか？

阿部君：単純ですよ。私の家の隣りに田中さんとい
う写真屋さん（今もありますが）いましてね、見て
いるうちに教えられたら興味をもったりして、つい

とりこになりました。

阿蘇：どんなカメラを持っていますか？

阿部君：いろいろ持ちましたよ。8ミリは勿論、キ

ャノン、ニコン、コダック、箱型のミノルタなどい

ろんなカメラをいじりましたね。

阿蘇：今日はお持ちではないですか？

阿部君：実はね、私は、他の人があまり写さない写

真、特にシャッター．チャンスを常に追っているの

でね、結婚式の時も、みんなが写している時はダマ

ッチいて、写し終ったころを見てとるのですよ。そ

うすると面白い、又、気がつかないところが写せま

すしね。
阿蘇：そんなものですかな。

阿部君：それからね、シャッター．チャンスという

ことでね、車の中には常にカメラを一台つけておい

てね、事故現場とか、とるべきチャンスのところは

どんどんとる心掛けをしていますからね。

阿蘇：例会に引き続いて、又、会議の前にいろいろ
お聞きしましてありがとうございました。ところで

お生れ年は？
阿部君：会長と同じヘビですよ。そう見えませんか

アッハッノヽツハ＝◆……。

もう一つ、私の車の免許は昭和10年ですが、ます鶴

岡では少ないのでは……一言。

（今週の担当者　阿蘇司朗）
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番所愚痴靡

⊂筆長報㌻）
川村徳男君

1．咋23日に開催された鶴岡・ニューブランズウィ

ック友好協会の総会後に行なわれた青少年親善訪

問使節団の壮行会の席上で、一行に対し、ニュー

ブランズウィックR．C．会長にメッセージの伝達を

お願いし、銭別を差し上げました。

使節団は、男性1名、女性6名で、内3名は女

子高校生、通訳に山口孝子さん、随行として市職

員の中村さんの総勢9名です。

一行は、鶴岡を7月31日（火）昼の鳥海で出発し

8月8日（水）の朝、鶴岡に帰ってくる予定です。

向うに着いてからは、新穂意さんが殆んど一行

と行動を共にして案内して下さるようです。

着いて2日日の木曜日は、ニューブランズウィ

ックR．C．の例会日に当っており、一行は例会に招

待されて一緒に食事をすることになっています。

向うでのスケジュールには、D．ハイライン君

とど両親の懇切など配慮があり、大変良いスケジ

ュールになっているようで、心から感謝申し上げ

ます。

なお、昨日クラブから出席しましたのは、友好

協会の三井会長はか数名でした。盟約を結んだR．

C．のある市との友好を深めようということですし、

当クラブとしても二十何年かの空白を乗り越えて

戻ってきた友好の絆を益々強めるためにも、8月

3日のリンチ市長の歓迎レセプションには多くの

会員のご出席をよろしくお願い致します。

2．ロータリーの関係

○ニューブランズウィックのリンチ市長の歓迎晩

さん会の出欠の返事は7月27日までです。

07月30日（月）は土用の丑の日です。どうぞ、健

康に注意し、スタミナをつけて夏を乗り切って

下さい。

3．クラブ細則の改正について

7月10日の例会で、「鶴岡ロータリークラブ細

則改正案」を改正の趣旨を付記して差し上げ、又

当日欠席の方には郵送しました。

「鶴岡ロータリー・クラブ細則の改正案」

第7粂（b）項中「及び職業奉仕」を「、職業奉

仕及び青少年奉仕」に改め、同条（C）項中「及び

職業奉仕委員会」を「、職業奉仕委員会及び青少

年奉仕委員会」に改め、同条（d）項の前段の表を

次のように改める。

S・A・A委員会　　出席委員会

親睦活動委員会　　プログラム委員会

会員増強委員会　　雑誌広報委員会

会員選考委員会　　会報委員会

第7条（g）項申「雑誌委員会」を「雑誌広報委

員会」に改める。

今回の改正は、委員会の名称を削ったり、二つ

を一つに合せたりするだけの最少限度の改正に止

めました。

現在の細則に生′旦宣杢盤些≒∈＿クがあり、例

貢套石任務について規定してしく盲育鴫

中で、常任委員会のうちの青少年奉仕委員会、

〔特定委員会では会報委員会等の任務に関する規定

転竺ます0
こういう英文秒新もい追加と血←条文の申わ文

章を改めるとかの大きい改正は、今後、時間をか

けて理事会で検討したいと考えています。

今回は、提案申し上げた細則改正についての賛



否をお伺いしたいと思います。

一全員賛成の拍手－

では、全員賛成頂けましたので、細則を改正す

ることと致します。

〔幹事報蔓」　迎田稔君

1．例会変更のお知らせ

○八幡R．C．

ゆかた例会のため7月28日（土）を7月27日

（金）に変更

点　鐘　午後6時

場　所　池田歯科医院宅にて

○酒田R．C．

ゆかた会開催のため・

日　時　8月1日（水）午後6時

場　所　ホテ／レリッチ酒田

ビァガーデンにて

○温海R．C．

納涼家族会（花火大会）のため、7月30日

（月）を8月2日（木）に変更

時　間　午後6時30分

場　所　鼠ヶ関ビーチセンター

0酒田東R．C．

台湾苗栗R．C．来訪、姉妹続盟式のため、8月

2日（木）を8月4日（土）に変更

時　間　午後5時

場　所　酒田産業会館大ホール

2．新会員の推薦に関する氏名発表

今村　暫氏　NHK鶴岡放送局長

職業分類　全国放送

⊂画）
青少年奉仕委員会：インターアクト委員会

委員長　佐々木詰彦君

青少年関係宣伝用パンフレットの製作について

1．製作意図について

インターアクトクラブは、現在鶴岡工寺と鶴岡

工高で組織され、クラブ員が減少している。これ

を打開し会員の増強を図るためには、ロータリー

クラブ及びインターアクトクラブに対する理解を

深めることが必要である。そのため、対象とする

高校生が理解しやすいP．R．資料作りが必要と考え

られる。

2．編集内容について

イ）ロータリークラブ及び、その組織概要を紹介

する。内容は平易に、図解、イラスト入りにす

る。

ロ）ロータリークラブは、世界的な親睦と奉仕の

ための団体である事を表現し、青少年奉仕が重

要な目的の一つである事で、ロータリークラブ

が青少年と特に密接な関係がある事を解説する。

ノウ　インターアクトクラブの目的、内容、ロータ

リークラブとの結びつき等を図示で解説する。

ニ）インターアクトクラブの結成の方法及び手順

を図式によって説明する。

3．配布の方法について

イ）現インターアクトクラブ員及び関係者に配布

ロ）鶴岡市及び周辺の高校へ配布

（ス　マ　イ　ル）

三井　　徹君

飯野準治君

中田敏和君

工藤弘道君

高田耕助君

佐藤英明君

民間ユネスコ世界大会の大成果

に感謝して

第1イン・ゴルフ大会で準優勝

しました

第1イン・ゴルフ大会でベスト

ドレッサー賞をいただきました

第1イン・ゴルフ大会で第1位

になりました

改築記念経済講演会が満員大盛

況に終りました

カード公衆電話が初めて鶴岡管

内に設置（物産館前）と電話料

金の改定（30％くらい値下げ）

を記念して

津田晋介君　昨日、今年の初泳ぎをしました

吐つ
鶴岡西R．C．　菅原幸雄君・瀬尾助三郎君

＼→■′



斎藤正志君．野口　　弥君

佐藤　　拡君

宗； がんばれ

ニッポン．′

ロスアンゼルスでのオリンピックは7月29日

開会式で、8月13日の男子マラソンを最後に終

ります。是非日本からは数多くの金メダルを期

待したいですね。

1984．7．24（火）晴

P．M．6：00ノ〉6：30

菅原辰古君宅

「オリンピックと私」

阿蘇：今晩は。急にお電話し

て申し訳ありません。今、先

生は鶴岡体育協会の会長で、山形県体育協会の副会

長をしているわけですね。

菅原さん：ええ、そうです。

阿蘇：7月29日からロスアンゼルスでオリンピック

が開催されますが、オリンピックと私ということで

取材に来ました。

菅原さん：オリンピックと私ということですか。本

当は私がロスアンゼルスへ見に行きたかったのです

がね。8月の東北総体（8月24日～26日）があるの

であきらめました。

阿蘇：それはお忙しいですね。残念ですね。私が代

って行ってあげてもよいですよ。アッハッハ。

ところでオリンピックでは何が日本チームで有望と

思われますか。

菅原さん：それは君、柔道だな。山下、斎藤、他に

も2”3人金銀銅候補がいるな。それにマラソンの

瀬古、水泳の長崎、そして庄内からの重量上げの我

孫子、佐々木だな。

阿蘇：あっ、そうか。先生はたしか柔道をやってい

たので、トップに山下が出てきたのですね。

菅原さん：いや、そうい

うわけではないのですが。

日本のお家芸が今年も発

揮されると思うし、私自

身もオリンピックは昔は

なかったからねぇ、柔道

で16才のとき、満州に柔

道の修業に行きましてね、旅順の旅順工科大で6年

間留学して来ましたよ。

阿蘇：何でわざわざ満州くんだりまで行ったのです

か。日本国内でも、又、別のところもあったのでは

…。しかし御両親もよく許されましたね。

菅原さん：当時の若者は一種の流行ですかな、満州

というところにあこがれていましてね、一旗あげよ

うという意気があったことは事実ですよ。両親にも

熱意をもって説得しました。

阿蘇：ところで、オリンピックのソ連の不参加はど

う思われますか。

菅原さん：残念なことですね。政治やいろいろのこ

とがからんでいるらしいですがね。毎回オリンピッ

クは発生の地、アテネでやった方がよいのではない

かな。

阿蘇：4年後に韓国でやることに決っていますが、

鶴岡からの有望選手はいますか。

菅原さん：いますよ。出したいと思っている者は4

”5人いますがね。特に今回のオリンピックの候補

にも上った羽黒工の佐藤　　君（山添）は残念でし

たよ。又、重量あげでもいますね。

阿蘇：ところで先生のお

生れは辰年ですね。

いつまでもお元気に頑張

って下さい。

いろいろありがとうござ

いました。

（今週の担当者　手　塚　拓）



ロータリー用語便覧（3）

一業種一員制
ロータリークラブは

その地域社会の横断

面（縮図）であることが建前である。

そのためには、地域社会のあらゆる職

業がクラブ員の構成に反映され、代表されているこ

とが最ものぞましい。したがって、それぞれの職業

を代表する会員が、クラブ内で複数になることは好

ましくない。これが一業種一員制をとる根本の理由

であるが、他にも、たとえばクラブがひとつの職業

グループに支配されるようなことがあると、クラブ

全体の親睦をそこなうといった点なども、その理由

のひとつである。

インターシティ 都市連合公開討論会のことである

一・ゼネラル・が、実際には分区単位の公開討論

フォ‾フム　　会を指して、こう呼んでいる。こ

の会議には分区内の数クラブのロータリアンが集ま

り、経験ゆたかなロータリアンの司会のもとに、ロ

ータリーの全般的な性格・プログラム・活動につい

て討議を行ない、各クラブ間におけるロータリー情

報や意見の交換、ロータリー教育の推進をはかる。

しかし、なにかの問題が討議されても、その際、必

ずしも結論や決議をしなければならないというもの

ではない。

会員の資格
ロータリー・クラブ会員になるた

めには、資格条件として定められ

た①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（基本的な条件＠有益な一般に認められ

た実業の経営者・専門職業者・法人役員または支配

人・専門職業において管理職的な重要な地位にある

者、管理の権限をもつ地方代理人または支店代理人

・支店代表者（付随的条件）かでなければならない。

いずれの場合も男子でなければ、その会員としての

資格は認められない。また、本人がクラブにおいて

分類された職業に現実にたすさわっていること、そ

の住居がそのクラブの区域限界内にあることが必要

とされる。

会　員の移籍
会員は、事務所の移転先地域のロ

ータリー・クラブへ移籍できない。

再入会の場合は、初入会と同じ手続が必要となる。

そのため、所属クラブから移転地域のロータリー・

クラブ宛推薦状をおくり、再入会を容易にすること

が行われている。例えば、東京大井ロータリー・ク

ラブ会員の奥野さんは、入会後在籍一年はとで学校

が日野市へ移転となったが、所属クラブよりの推薦

状により、日野市ロータリー・クラブ理事会の会員

賛成を得て、同クラブへの再入会が認められたが、

その際に、一年間に二度の入会金納入も無理と判断

入会金は免除されている。

ガバナーに選ばれるには、次の条
ガ　バ　ナ　ー

件が満たされなければならない。

①　選出される地区内のクラブ員であること。

④　ガバナーとして指名をうける時点で、5年以

上の会員歴を有すること。

④　クラブの会長か幹事をつとめた経験者である

こと。

④　健康で、任務と責任を果たす意欲の盛んであ

ること。

㊥　任期開始直前の国際協議会（毎年、国際大会

の直前に開催）に全期間出席すること。

以上のほかに、本人はもとより家族の品性にも、

道徳的にみて非難の余地がないことが付随的な条件

となっている。

ク　ラ　ブ会報
クラブ会報の主な任務は、出席へ

の関心を刺激して出席率を高めた

り、前の例会での重要事項の説明をするとか、親睦

をはかるとか、全会員のロータリー教育に寄与する

とか色々ある。また次の例会のプログラムを発表し

たり、クラブやその会員および世界的なロータリー

計画等で興味ある事柄を報道することもその一つで

ある。もし所属するクラブが会報を発行していない

としたら、その発行の可能性を検討し、理事会の議

題として提出すべきであろう。′
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（会長報告）　川村徳男君

1．鶴岡土曜会混声合唱団ヨーロッパ演奏旅行帰朝

報告会が7月28日（土）午後6時半からグランド・

エルサンで行なわれましたが、大事業を成功裡に

なし遂げて帰ってきたことに対して祝辞を述べて

きました。

3月24日の結団式に出席した時に数曲の合唱が

披露され、今回もまた数曲聞きましたが、本場の

ウィーンで歌ってきた自信といったものが、顔の

表情、特に目の輝やきゃ身のこなしに現われてい

るようで、僅かの間での成長ぶりをみて、私の方

が興奮してしまったようでした。

今後一層精進して、地域の文化の振興に大きく

寄与されるようねがいます。

なお、土曜会の責任者の方々から、鶴岡R．C．の

皆さまによろしくとのことでしたので、お伝えし

ます。

2．次の例会までの行事を申し上げます。

（1）ロータリー関係の行事

鶴岡・ニューブランズウィック友好協会主催

のリンチ市長一行歓迎レセプションが、8月3

日（金）午後6時半からグランド・エルサンで行

なわれます。

（2）一般の行事

市長主催のリンチ市長一行の歓迎会が8月2

日（木）午後8時から第一イン鶴岡で開催され、

これには鶴岡R．C．会長が招待されております。

また、3日の午前9時から市役所で行なわれる

姉妹都市盟約の調印式にも出席するよう要請が

ありました。

3．8月に入って、1日は神明町の伊勢両宮祭で、

また観光の日に当ります。2日は学制発布記念日

ですが、明治5年のこの日に太政官布告で近代的

学制が確立しました。

酒田港まつりは3日が全国花火大会、4日が酒

田音頭とおしん音頭の踊りパレードがあるそうで

す。津軽ねぶた祭りも3日、ここらあたりから各

地で夏まつりの賑わいがはじまります。

6日の月曜日は広島原爆記念日です。当時、私

は関東州の金州に居たのですが、内地のどこかに

とんでもなくすごい爆弾らしいものが落とされた

という程度の情報しか入らず、不安もあったので

すが、ひたすら撃ちてしやまん、に駆られていま

した。

6日は、秋田の竿灯、山形の花笠まつりもはじ

（幹事報告＿〕　迎田稔君

0例会時間・場所変更のお知らせ．

遊佐ロータリークラブ　ゆかた会開催の為

日　時　　8月7日　午後6時30分より

場　所　　遊佐商工会

登録料　　3，000円

○ローターアクト委員長会議

日　時　　8月18日（土）・19日（日）

場　所　　福島駅前　辰己屋

○ローターアクト年次大会

日　時　　9月8日（土）・9日（日）

場　所　　福島市　飯坂温泉

ホテル　水　洗　園



⊂妄‾‾員会報吏〕

●会報委員会

委員長　阿蘇司朗君

。今年度のターゲットの色はセピア色で統一致しま

した。

○紙面の関係で載せてほしい原稿があれば、会報委

員会宛申し出て下さい。

○お願い

①　各種スピーチ等を含め、極力原稿の提出方お

願いいたします。

㊥　インタビューの実施

チャーターメンバーの方より順次実施させて

頂きますので、ご協力方お願いします。

尚、過日のインタビューは、オリンピックに

ちなんで菅原辰吉さんにど協力頂きました。

●職業奉仕委員会
委員長　佐藤　　忠君

①　会員の方々が職業奉仕の精神に徹する事を推奨

する。

㊥10月職業奉仕月間の為、討論会を予定。

㊥　会員スピーチの内に各々の職業について話をす

る。

④　月末の最終例会に『四つのテスト』を朗読する

にあたって、簡単な覚え方をど連絡します。

⑳　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

㊥　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

㊥　『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

・自ら誠実、正直、善意の手本を示しているか

3　競争者に対して：

・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掛こつとめてい

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

・いつも支払をよくしているか

・ズ＿マーィ‾「√・

斎藤　隆君　ガバナー月信最終号の表紙に父

親の絵が掲載されて

佐々木詰彦君　登校拒否の小学校5年生の女生

徒が神戸より戻ってきたため

三井　健君　市民の森の会のP・R・をさせて頂

いて

市民の森の会とは

○緑化事業

この会は、鶴岡市を緑豊かな美しい住みよ

いまちにすることを目的としており、昨年は

平京田のひまわり公園・小波渡の李台公園・

第三学区コミュニティセンターなど5施設へ

ケヤキ・黒松・桜など260本余の苗木を配布

し、地元の各町内会や部落会の人々の手でみ

ごとに植樹されました。

数年後、さらに数十年後にはすぼらしい公

園や緑地になることでしょう。

0緑化事業の推進

ことしも、昨年にひきつつき公園その他の

公共施設への植樹（苗木配布）と市の木であ

るケヤキ・桜などの普及をすすめます。

町内会や部落会で植樹計画がありましたら

事務局へご連絡ください。

0入会の手続

入会と希望の方は、会費1口500円（何口

でも結構です）を添えて申込書により事務局

へどうぞ。各コミュニティセンターの窓口で



も受付しております。

また、各町内会長さんにもお願いしており

ますのでご相談ください。

入会された方には、会員証をさしあげます。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C．　井上　　彬君

皇太子殿下と私達

1984．8．3（火）

A．M．11：00′－11：30

飯自さん宅

阿蘇：お早うございます。お

昼前のお忙しいところチョッ

トお願いします。

飯白さん：いや、何もお話をするものがないのです

が・t…・。

阿蘇：ロータリーの御入会は25

年目で、現在では第3番目にお

られる大先輩ですが、そのチャ

ンスといえはよいですが、キッ

カケは何ですか？

飯白さん：ええ、ロータリーが出来てから半年位の

ような気がしますがね、当時私はね、東北電力を家

業の方を継くためにやめましてね、そのとき旅館組

合の代表だとか、商工会議所の議員にさせられたり

しまして、当時の商工会議所の事務局に田中さんと

いう人がいまして、その方から半ばというより全て

強引にロータリーに入会させられたというわけです

よ。

阿蘇：へエー、そうですか。昔も今もその点では強

引ということがありましたね。

飯白さん：私も若かったしね、学生時代からサッカ

ーをやって、多少の馬力もあったし、それではとい

う訳でお引受けしたようなわけです。それからずっ

とロータリーの片隅に座らせてもらっていますよ。

阿蘇：この25年間で思い出になったということはあ

りませんでしたか？

飯白さん：そうですね、あっ、ありますよ。これは

後で笑い話となったのですがね、すごく緊張して、

優越感に一瞬つかったことがありますよ。それはね

東京でロータリーの国際大会があったときのことで

したがね、妻をつれて、背広をキチッと着て、仲よ

く2人で出席したときのことです。会場の入口（代

々木の体育館だと思いますが）で東京のメンバーや

いろいろな方が丁寧に、しかもにこやかに、わざわ

ざ遠いところありがとうございますと挨拶をしなが

らのお出迎えがあったんですよ。

阿蘇：それは優越感もあったでしょうが、奥さんも

喜ばれたと思いますが、やはり遠い鶴岡から、それ

もお二人で仲よく、着飾って行ったからでしょうね。

飯白さん：私もはじめはそう思いましたよ。それで

「いやいや、御苦労さん」といいながら入場しまし

たがね、あとが悪かったんですよ。

阿蘇：悪かった……と申しますと‥‥‥？

飯白さん：いや、全く自分ながら赤面の至りといえ

ばよいか、烏鹿くさいといえばよいか、はずかしい

といえばよいか、実はね・・私共の後から皇太子殿

下御一行がすくふっつくようにして入場されたんで

すよ。そしてそれがね、挨拶や笑顔やおじぎをして

いたのは、何と皇太子殿下にしておったんですね。

皇太子殿下のつきそいとして御一緒の御入場と思わ

れたようなんですね。これには参りましてね、その

ときの私達のうろたえた姿を御想像下さいよ。

阿蘇：そうですか、そんなことがあったのですか。

わかりますね、その様子が。‥・…ところで、ロータ

リーは変りましたか？

飯白さん：いや、変ったというより我々昔の人々の

心に動きがなくなったと

いうこともありますかね、

それは仕方がないことで

しょうね。

阿蘇：なんですか、心の

動きとは？

飯白さん：昔はね、よく話に出るのですがね、食事

の献立が楽しみで例会へ出席するということが全員

にあったんですね。又、人数も少なかったので、み

んなと話し合いが出来たような気がしましたね。



阿蘇：それはたしかにありますね。よく大先輩の方

方の口にされる言葉ですね。もう無理ですかね。

ところでお生れは？

飯白さん：寅年ですよ。ロータリーにも仲間が2～

3人いますがね。

阿蘇：寅ですか、寅年の方はみなさん成功者が多い

ですね。私も寅年に生れていればよかったと思いま

すよ。

飯白さん：いやいや、寅は寅ですがね、不成功の方

の寅ですよ。まあこんなとこですかね。

阿蘇：いろいろ、昼前のお忙しいところありがとう

ございました。

一緒に恥をかかれた奥さんによろしく。

（今週の担当者　福島三郎）

「見つけよう　奉仕の新生面」

「新しいやり方、新たな機会を得て

私達は、同胞に奉仕する新たな領域

と道を発見できるでしょう」これは

カルロス・カンセコ会長から世界中

のロータリアンに送られた1984－85年度の感銘深

いメッセージの要旨であります。

カルロス会長は、クラブを船にたとえました。

「大航海時代」に海図のない海を横断した船にたと

えたのです。この運動は15世紀に始まり、現在の宇

宙探険に続いています。

カルロス会長は、現代が急速に変化する時代であ

ると触れた上、ロータリアンに奉仕の四部門の重さ

を再認識し、クラブで奉仕の機会を拡大するための

新たな方法を兄いだすよう要請しています。

カルロス会長が今年度設定した目標をいくつか次

に挙げます：

クラブの挑戦課題は新ロータリー・クラブを見つ

けることです。

各会員の挑戦課題は新ロータリアン－多分若い

人－を見つけることです。新ロータリアンには特

別認定証を贈ります。

クラブは、ローターアクトとインターアクト・ク

ラブを結成、更新するよう要請されています（青少

年は明日を担う指導者であるということを心に留め

て下さい）。

ロータリー財団支援計画を立て、支援を高めるこ

とによって、平和と理解を推進するよう奨励されて

います。

クラブ会員は、ロータリー100周年である2005年

までに世界中の児童にポリオの免疫を与えるという

私達の大運動に参加するよう要請されています。

カルロス会長は、ポール・ハリスのロータリーの

発見は、人類の偉大な業績の中でも高い位置を占め

ているという信念を持っています。カルロス会長は

各クラブに奉仕の新航路を定めるよう要請していま

す。

カルロス会長の言葉を借りると：「最も偉大な人

にとってすら、発見への道は険しいものです－新

しい世界が、理想に生きる人によって開かれるのを

待っています。そこで私は皆さんに要請します。見

つけよう　奉仕の新生面。ほかならぬあなたによっ

て道は開けるのです！」

ロータリーの現状

1984年6月18日現在、159の国と地理的地域内

に20，680のロータリー・クラブがあり、推計948，500

名のロータリアンがいます。1983年7月1日以降62

カ国において新たに加盟を承認されたクラブの数は

566でした。

新しい匡肋ミロータリーに加盟

1984年6月1日にワガドク・ロータリー・クラブ

が、オートボルタでR．Ⅰ．に加盟した最初のクラブと

なり、ロータリーの国および地理的地域の総数は、

159になりました。オートボルタは西部アフリカに

位置し、1960年に独立共和国となり、1970年に新憲

法を採択しました。
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⊂亘二重報告）
川　村徳男　君

1．定例理事会の決定事項の報告

（1）さきに発表した59年度予算案のうち3特別委

員会に活動費をつけるのを落しましたので、予

備費から1万円ずつ、計3万円をまわすことを

了承いただきました。

（2）会員の三井徹さんから出席規定の適用免除の

申請が出されておりましたが、定款第8条第5

鰍d）項の「一つまたはいくつかのロークリ≠

クラブで通算20年以上会員であって65歳に達し

たシニア．アクチブ会員」に該当しますし、や

むを得ないものとして理事会で承認されました。

2．その他の報告事項

本日入会された今村哲さんの所属をロータリー

情報委員会とします。

3．次の例会までの行事予定

（1）ロータリー関係行事

本日から9日までの3日間、第19回Ⅰ．A．C年

次大会が山形県飯豊少年自然の家で開催されま

す。

（2）一般行事

今日は8月7日の語路合わせで鼻の日に当り

ます。仙台の七夕まつりも今日からで、暦の上

では立秋ですから、手紙の慣用語としては「残

暑厳しい折」ということになるのでしょうか。

もう稲の穂が出はじめています。農家の話では

平年より4～5日早くなっているそうです。こ

のまま台風の被害もなく豊作であってくれれば

よいと思います。庭木や野菜など、植物のため

にはひと雨はしいようです。

8月9日は長崎原爆記念日、10～11日は鶴岡の

花笠まつりで、来週からは月おくれのお盆に入

（幹事報告つ　迎田稔君

1．「野生の種」デビットA．ハイライン著が出版

されました。その購読をお願い致します。

価　格　1部1，000円

申　込　　鶴岡市役所教育委員会管理課まで

2．鶴岡市ふるさとまつりのポスター必要な方は事

務局に申し出て下さい。

3．例会変更のお知らせ

鶴岡西R．C．

日　時　　8月10日（金）

点　鐘　　午後6時30分

場　所　　大　山　楼

登録料　　5，000円

酒田R．C．

日　時　　8月8日（水）山王の森の清掃

午前5時30分　例会は午前6時30分

登録料　1，500円

日枝神社社務殿前に集合

作業服着用、長靴、手袋

4．講演会のお知らせ

「航空と空港を考える」

講　師　　航空政策研究会会長　木村秀政先生

日　時　　8月17日（金）午後1時～3時まで

場　所　　酒田市産業会館4階大ホール

5．国際ロータリー第253地区年次大会の案内

日　時　　59年10月6～7日

場　所　　山形市　山形県民会館



6．山形西R．C．、遊佐R．C．会報、全国インターアク

トクラブ名簿到着回覧中

7．アメリカ姉妹都市を訪問している9人の使節団

は全員元気です。旅行会社の手違いで8月8日午

前8時鶴岡着が8月9日の午前8時に変更になり

ました。

ローターアクトクラブ委員長挨拶

委員長　高橋喜久男君

幹　事　佐藤正基君

就職してから2年日で

あり、まだ若造であり、

ローターアクト、ロータ

リークラブもわかりませ

んが、アクトクラブの会

長であり、何をやるかと

苦しんでいます。会員が

わずか9名であり、何をやるにも人が少なくたいへ

んですので、会員増強については皆さんから婿を世

話するように、なにぶんともよろしくお願い致しま

（新会員紹介）　庄司嘉男君

NHK鶴岡放送局局長．今村哲（サカシ）さん（49

才）であります。函館で生れ、新潟大学文学部卒業

NHKに入社し、上海、天津で終戦、新潟県に引き

上げされ、その後NHKに入ってから9回転勤。転

勤人生を送られてきた。自宅は市内家中新町11－59

号で、奥様は順子さん。昭和35年10月結婚。子供は

長女さゆりさん、次女ゆかりさん、三女あゆみさん。

趣味はテニス、野球、読書。

前局長同様よろしくお願い

申し上げます。

ど　挨　拶

今　村　哲君

私は住所不定、有職の身

で、転勤人生を歩み、常に転勤した町の住民になり

きってやってきました。歴史ある鶴岡R．C．をけがさ

ないよう努力致しますので、よろしくお願い申し上

げます。

〔旦旦旦製革」

○外部拡大委員会

委員長　上野三郎君

当クラブと鶴岡西クラブがスポンサーになって、

当地に新しいクラブをつくろうと、昨年度、外部拡

大委員会が新設されました。両クラブの合同拡大委

員会では先づ「新しいクラブはどのような形にすべ

きか」を検討した結果、鶴岡市を中心に周辺のR・C・

のない空自町村を含めた地域を新しいクラブのテリ

トリーとすることにして、新クラブの中核となるキ

ーメンバー候補者を人選し、その方々と懇談するな

どしながら、活動を進めて参りました。

ところが、当クラブや鶴岡西クラブの内部から、

会員増強との絡みなどから、外部拡大の活動をこの

ままの形で進めてゆくことには問題があるのではな

いかとの意見が出てきました。そこで拡大委員会を

開き、新旧会長さんにもお集り願って協議した結果、

この際、アンケートによって全会員から卒直など意

向を伺おうということになりました。アンケートの

回答者は18名と極めて少ないものでしたが、外部拡

大それ自体には賛成だが、今、この時期に新クラブ

結成の活動を進めることには不賛成という意見が5

件もありました。その理由は、「会員増強が困難に

なる」「新クラブへの移籍者が増え、親クラブが弱

体化する」といったものでした。

このような訳で、昨年度は腰くだけの恰好で終っ

てしまいましたが、今年度も同じメンバーで外部拡

大委員会が特別委員会として設置されました。前年

度の経緯もあり、今年度の活動はいかがしたものか

会長さんや、会長さんを通して理事会のど意向も伺

って、当委員会で協議しました。その結果、当分は

新クラブ結成の具体的な活動はしないが、将来の新

クラブ結成のために、外部拡大について勉強するこ

と、それと、外部拡大に伴う既存クラブへの影響と

ヽ－r



して最も危倶された会員増強に協力してゆくことで

外部拡大の基盤づくりをすること。これを今年度の

活動内容とすることといたしました。

○クラブ奉仕委員会

委員長　山口篤之助君

各委員会の活動計画を尊重し、会長の方針に沿っ

て円滑に運営されるよう努力します。

（∋　出席率の向上に会員の協力と不振の原因を究明

（カ　会員増強は地区の目標を達成できるように努め

る。

桓）新旧会員ができるだけ多くふれ合う機会を作る

④　会員相互の親睦をより多く深める。

○社会奉仕委員会

委員長　吉　野　勲君

昔とった奉仕活動とこれからの奉仕活動は、自然

と見直さなければならない。相互扶助の観念から脱

皮して奉仕活動の新生面を見つめながら、当クラブ

自体の地域に密着した奉仕活動をするよう努めてゆ

きたいと思います。

（ヨ　クラブでは、地域社会で何を要望しているのか

調査し、たりないもの（物心両面）はなんである

かを良く調べる。

㊤　過去の計画を見直してみて、現在の社会面と果

して密着しているか各方面の要請を調べる。

G）行動計画をたてる際、現時点だけでなく先を見

越した行動をおこしたいと思います。そして実の

ある奉仕活動としたい。

④　ロータリー．クラブの社会奉仕は金銭の寄附行

為は全く二次的行為で、心と身体労力を加えた奉

仕にしたい。

㊥　市のクリーン作戦参加、歳末助け合いに協力。

⊂面由舌動委員会）

会員誕生　三井　徹君．三井賢二君

佐藤陸男君．庄司嘉男君

奥様誕生　　阿蘇幸子様．藤川一子様

布施和子様．今村順子様

三井　　章（健）様

手塚峰子様．吉野英子様

毎席委員筆⊃
7月100％出席　55名

阿蘇．張．藤川．布施．飯白．石川．石黒．板垣

（俊）．市川．飯野．川村．黒谷．小池．」＼松（広）．

小松（三）．工藤．加藤．塚原．三井（徹）．三井（賢）

三井（健）．嶺岸．迎田．森由．松田（貞）．松田（士）

中江．中野．中田．斎藤（隆）．佐藤（忠）．佐藤（順）

佐藤（衛）．佐藤（友）．新穂．菅原．鈴木（善）．鈴

木（弥）．佐藤（陸）．庄司．鈴木（茂），佐藤（英）．

佐々木．斎藤（昭）．白坂．丹下．手塚（林）．手塚

（拓）．上野．内山．渡部．若生．山口．吉野．富樫

（ス　マ　イ　ル）

三井　　徹君　　ニューブランズウィックの市長

24年目に来日され、その歓迎会

が盛会にできたお礼。

新穂光一郎君　　ニューブランズウィックのリン

チ市長来鶴2日日レセプション

実行委員長無事終了された。

張　　紹渕君　　酒田東R．C．と台湾の苗栗R．C．と

の続盟式が4日行なわれ、姉妹

クラブの正式盟約以来7年目を

迎え、私が橋渡ししたようなも

のでうれしい一日でありました。

（二亘コ⊂互≡⊃

温海R．C．　本間儀左工門君

立川R．C．　　滝　　禅源君

鶴岡西R．C．　菅原幸雄君．足達一見君

菅井幹雄君．野口　　弥君

佐藤　　拡君．長野正彦君

つらく又なつかしい

思い出の“馬－1

1984．8．9（木）

A．M．11：30′・・′12：30

鈴木善作さん宅

阿蘇：おはようございます。



なかなかお忙しいようで……午前中の30分位はおら

れるとのことでお邪魔しました。

鈴木さん：いやいや、ヤボ用がありましてね。

阿蘇：鈴木さんは、ロータリーのメンバーの中では

最長老の83才とのことです

が、お元気でよろしいです

ね。健康のヒケツでもあり

ますか？

鈴木さん：それはね、朝は

4時30分で起きてね、牛乳

を飲むことですよ。そして仕事をすることがヒケツ

ですね。昼寝も必ずとることかな。

阿蘇：やはり牛乳ですね。ところで、ど出身は鶴岡

で？

鈴木さん：ええ、そうですよ。学校は別でしたがね、

これでも獣医でしてね、支那事変には少尉の資格で

行きましたよ。

阿蘇：軍医さんですね。驚ろきましたな。

鈴木さん：軍医とはいっても戦争中は暇でね、休戦

ですと忙しくなるのですよ。病気やケガの属の世話

でね。

阿蘇：大変なお仕事ですね。いろいろ思い出があっ

たと思いますが？

鈴木さん：思い出というより幸いことはありました

よ。それはね、居を看病して、つれて行けない底は

置きざりにするか殺すんですよ。

阿蘇：殺す？！それはいけませんね。背負ってでも

つれてくることは出来なかったんですか．／

鈴木さん：戦争ですからね、捨てて行くときの気持

ちや、苦しんで死ぬのを待つ鳥を拳銃で殺すしかな

い時は、横を見て、泣きながら引き金を引きました

よ。今でも眼に浮びますよ。かわいそうな事をしま

したね。

阿蘇：烏が職業上お好きなようですね。

鈴木さん：ええ、そうですよ。それでね愛居会とい

うものを自ら作りましてね、酒田に行ったりして遠

乗り？させたり、自由に道路を底で走れる時代はよ

かったですね。馬はいいですよ。死なれた女房の次

に馬は好きですね。君は？

阿蘇：私は乗ったこともありませんし、最近は姿を

見ることも容易でありませんからね。

色々と思い出の中の幸いことやなつ

かしいことなどありがとうございま

した。いつまでもお元気で、ロータ

リーを引っ張って行って下さい。

（今週の担当者　斎　藤　昭）

ガバナー訪問のための準備

年度の最も有益な会合の一つは、

地区ガバナーの公式訪問であります。

地区ガバナーは、クラブの管理運営

事項および奉仕目標の達成を援助す

る力を備えています。訪問を必ず成功させるために、

事前に準備することを勧めます。訪問は次のように

構成されます。初めにクラブの現況に関する協議、

次いでクラブ協議会、ガバナーのクラブに対する講

演となります。

クラブの諸委員会は既に活動し始めていなければ

なりませんし、各委員長は、奉仕目標を明記した報

告書をクラブ会長に提出しなければなりません。こ

の報告書は、クラブの1984－85年度目標と奉仕プロ

ジェクトを強調するために、ガバナーの公式訪問後

直ちにクラブ会報に掲載するよう勧められています。

次回のクラブ協議会で討論し、地区ガバナーの特

別な援助を望む問題や質問事項の一覧表を作成する

ことは有益でありましょう。地区ガバナーは、公式

訪問中ばかりでなく、ロータリー年度中いつでも援

助する用意があることを忘れないで下さい。

注：インターアクト／ローターアクト・クラブを

提唱しているクラブは、インターアクト／ロー∵ダー

アクト・クラブ役員を招待し、公式訪問中のガバナ

ーと会合させることを忘れないで下さい。
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言ゝ仁帥・㌔・．
♭＿〇二二（甘∴　け・1

（会長報告）
川村徳男君

1．本日は先週の例会で予告しましたように、今回

青少年親善訪問使節団の一員としてニューブラン

ズウィックに行ってこられた、小池志保さんのお

話をお聞きすることになっております。お元気に

大役を果してこられまして、ほんとうにご苦労様

でした。後程よろしくお願い致します。

2．次の例会までの行事ですが、ロータリーの関係

では今のところ何もありません。一般の行事では、

今日と明日の2日間、鶴岡ふるさとまつりが行な

われますが、天気も良さそうですし、賑やかなお

まつりになるだろうと思います。

明日15日は終戦記念日、平和祈念の日です。あ

れから39年が過ぎました。私は関東州に居って、

日本に引き揚げるまで1年半、自分一人喰うのさ

えやっとの思いでしたし、敗戦直後のソ連兵によ

る略奪暴行をまのあたりに見て、その時狛り身だ

ったことをしみじみ良かったと思いました。当時

の思い出は尽きないのですが、今日は小池さんの

お話を聞く方が楽しいと思いますので、私の話は

またの日にします。

16日は京都の大文字、17日は荘内神社のおまつ

（＿塑＿亘∃⊃
親　善　訪　問

今回のN・B市訪問は鶴岡市市制60周年記念行事

の一つという事で、社会人4名、高校生3名、市役

所より1名、そして通訳に山口先生をお願いし計9

名。8月1日よりN・B2泊、ワシントン1泊、ニ

りです。

尚、来週の例会には、交換学生としてアメリカ

で1年間勉強してこられた新穂意さんのお話をお

聞きすることになっておりますので、皆さんぜひ

出席して下さい。

⊂堅事報告）迎田稔君

1．253地区鶴岡西R．C．会報回覧中です。

2．認証状伝達式のご案内

浜北ロータリークラブ（浜松の附近）詳細に

ついて事務局でご覧下さい。

3．新会員の推薦に関する氏名発表

もし、会員の中で新会員の入会に反対される方

がありましたら、書面でその反対の理由を具して

理事会（幹事）に10日以内にご送付下さい。

鈴木正昭氏　　ダイエー鶴岡支店長

スーパーマーケット

山川久喜氏　　日本通運㈱鶴岡支店長

貨物自動車輸送

佐藤尚文氏　　㈲味のアサヒ専務取締役

日本料理

4．地区年次大会の参加要請

10月6～7日　25名出席要請があります。

を　終　え　て

小　池　志　保　　さん

ユーヨーク3泊の予定で行ってまいりました。

鶴岡R．C．とN・BR．C．とは親しい間柄とうかがっ

ておりましたし、新穂恵さんが交換学生としていっ

ていらっしゃることもあり、R．C．のメッセージを持



ってまいりました。

皆様御存知とは思います

が、N・B市はN・Yより車

で1時間ほどの町で、全体

の印象をひと口で表わすと

すれば、大きな庭の中に家

家が並んでいる。とにかく

大都市から1時間とは考え

られない、緑多い美しい町でした。小さな町ではあ

りますが、ジョンソン　アンド　ジョンソンの本部、

ラトガース大学があり、この2つが中心となり町を

形づくっています。

今回は時間がなく、ジョンソン　アンド　ジョン

ソンの見学はできませんでしたが、ラヤガース大学

の3つのキャンパスをバスで案内していただきまし

た。とにかく学生時代、勉強に縁のなかった私が勉

強したいと思ったくらいでしたので、その環境の素

晴らしさ、御想像いただけると思います。各キャン

パスをむすぶ無料バス、図書館、学生会館、広い運

動場とうらやましい限りでした。また、この大学に

は庄内藩出身の高木三郎が留学していて、これが縁

で姉妹都市になっているわけですが、大学の図書館

の方が高木三郎についてもっとよく調べてみましょ

うと言ってくださいまして、喜んで帰ってきた次第

です。

N．BR．C．からは2日目のハイアットホテル昼食

会に招待いただきました。皆様が大変よくしてくだ

さいまして、私達と交換会を持つ予定の地元の高校

生も一緒でしたので、言葉の問題はありましたけれ

ども、楽しく過ごさせていただきました。

市役所訪問、日本人留学生のお墓まいり、野外ジ

ャズコンサートと、2日間朝早く、また夜遅くまで

N・B市役所の方、民泊での家族の方々、R・C・と親

切に暖かくむかえていただき、皆感激しております。

公式訪問の後はワシントン、ニューヨークへまわ

り、特にニューヨークは犯罪都市と言われています

ので、最初とても緊張してホテルの外には出なくて

もいいなどと言っていたのですが、自分で歩いてみ

ると、ある特別の地区以外では、注意していれば、

言われるほどでもなく、五番街の有名ブティックな

どブラブラ歩いて、しばしニューヨーカーの気分に

ひたることができました。

メンバーに高校生3名がおり、平均年令が若かっ

たせいか、修学旅行のようで、飛行機の予約がとれ

ていなかったりなど珍道中でしたが、誰も病気せず

帰ることができました。

親善は、行って帰ってきたから終わったのではな

く、これがはじまりの第一歩でございます。これか

ら私達がどのような糸を結ぶかが、これからの課題

です。今後N・BR．C．との交流の際にでも何かのお

役に立てれば、たいへん幸せに思います。

鶴岡R．C．からはお銭別をいただいたり、本当にお

世話になりました。本当にありがとうございました0

（j員会報告）

○青少年奉仕委員会

委員長　藤原享胤君

活動計画についてはすでにお話になっていると思

い、活動計画は重複しますので、簡単に説明申し上

げます。

9月、青少年月間をターゲットとして青少年教育

並びに非行電話相談を受け付けることになり、イン

ターアクト委員会、ローターアクト委員会、青少年

委員会の3つが協力してプロジェクトを作りました。

そして9月20日を第1回として相談を受け付けるこ

とに致しました。場所は産業会館和室に設け、電話

2台を入れ、電話番号は23－9110番で、教育110

番という電話を電電公社さんからいただいて第1回

相談の受け付けを行うことになりました。その受け

付けのカウンセラーの方、ロー∵ダリアンの方、それ

以外の方々を招き願うことになり、その顔合せを

8月30日例会場で行います。会員の皆さん多数ど出

席をお願い申し上げます。登録料は3，000円で、会

員以外の方は招待ということになります。全員ど出

席いただくようにこれから手配を申し上げる次第で

す。尚、ロータリアンの中からカウンセラーとして

お願い申し上げるのでその節はよろしくお願い申し

上げます。今のところ月1回相談を受ける手配をし



ておりますが、尚、それ以外の電話の相談があるも

のと考えられますので、アンサリングサービスを受

け、留守番電話をその中に入れて相談事をテ椚プに

とり、次の相談日に受け付け、返事を申し上げたい

と考えている次第であります。皆さんの絶大なるど

支援ど協力をお願い申し上げます。

○国際奉仕委員会
委員長　新穂光一郎君

私達の委員会はまだ特定委員会とし活動計画を出

して発表していないが、いづれにしても国際奉仕委

員会としては特定委員会の方々の仕事を邪魔しない

ようにできるだけ協力的に進めていくことがすべて

ではないか。そのため若干のアジャスメントは取り

ますが、国際奉仕は外国との絡みがある訳ですので、

できるだけ相手国の言葉、風俗、習慣、気質など尊

重していくことが大切である。

（ス　マ　イ　ル〕

小池繁治君　　娘が無事親善訪問から帰られた。

（ビ　ジ　タ「」

鶴岡西R．C．　野口　　弥君．佐藤　　拡君

1984．8．15（水）

AM．10：30～・′11：30

喫茶店で小池繁治君と

「終戦　思い出す学徒動員」

阿蘇：おはようございます。

小池さん：会報も大変ですね。

阿蘇：ありがとうございます。ところで今日は終戦

の日ですが、その頃小池さんは？

小池さん：私は中学3年生でしたか。学徒動員とい

うことで、今の庄内交通さんがあったところで飛行

機を作っていましたよ。

阿蘇：飛行機？　本物ですか？

小池さん：本物ですよ。鶴岡航空というところでね、

知っているでしょう　〝銀河〝という戦闘機のね、フ

ラッグを作っていましたよ。

阿蘇：勉強はしなくてもよいし、給料はもらって食

事付きですか？

小池さん：とんでもない！一銭も給料はありませ

んよ。食事？　全部自弁ですよ。

阿蘇：それは大変なことですね。つらく苦しかった

でしょう。中学三年といえば、

何の分別もつかない子供ですか

らね。

小池さん：今の中学三年という

時代と違いましてね、みんなが

同じ環境で、みんなが同じこと

をして、みんなが同じものを食べていたんでね、苦

しいとかつらいとは思いませんでしたよ。

阿蘇：そうですかね。お話しをお聞きしていますと

みんな子供なのに、時代ですかね。

小池さん：それが終戦でしょう。この日を境として

今度は勉強しろという教育に変りましてね、全く勝

手な時代でした。

阿蘇：私は小学生でしたからよくおぼえていないの

ですが、今、強く思い出となっているという印象は

何かないですか？

小池さん：ありますよ。終戦といういまわしい目か

らしばらくしてストライキをやりましてね。

阿蘇：ストライキ？　何の抗議ですか？

小池さん：抗議というより、学習のボイコットです

よ。

阿蘇：何のためのボイコットですか。中学三年生で

よくやりましたね。

小池さん：いやそれはね、終戦まではね、お国の為

に働け働け、戦いが終れば今度は勉強だ勉強だ。子

ども心にも教育のモラルの変化について行けなかっ

たんですね。一週間はどストライキを続けましたが

ね。

阿蘇：意外と早く解決したようですね。

小池さん：解決したのではなくてね、先輩といえる

先生方が我々を説得に何度も来て、みんなを廻った

んですよ。一般の教師でなく、先輩の教師からいわ

れると、やはりだめですね。

阿蘇：どうも取材なれしてませんで申し訳ありませ

ん。

鞄
髄



ところでお生れは己年だそうですね。

小池さん：ええ、新穂さんや山村さんが同期ですよ。

阿蘇：いろいろ有難うございました。この辺で失礼

致します。

（今週の担当者　斎　藤　昭）

職業分類表の検討は

8月31日までに

職業分類表は、会員増強に至る、ク

ラブの道路地図と言えます。クラブの

区域限界内に事業所を有している会員

と居住している会員とに貸与されてい

る職業分類ばかりでなく、地元地域社会のあらゆる

実業および専門職業を記載しなければなりません。

地元の職業別電話帳および事業別名簿を参考とし

て、8月31日までに充填未充填職業分類表を作成し

なければなりません。

地元地域社会でロー∵ダリアンになりそうな人はす

べて知っていると考えてはなりません。各クラブ会

員は、空席の職業分類を充填し、新ロータリアンを

見つける力になる個人的責任があることを理解しな

ければなりません。

クラブ会長必携中の職業分類委員会資料およびロ

ータリアン必携中のクラブ奉仕の巻を参照して下さ

い。

青少年活動月間の準備をしよう

ロータリーは、青少年のために、なぜ特別月間を

設けなければならないのでしょうか？　カルロス会

長は、若い人達を「明日の世界の指導者」と述べ、

これに明快に答えました。

カレンダーの9月にしるしをつけましょう。9月

は、青少年の能力、特に指導力を伸ばす手助けをす

るためにクラブ会員が一致協力する時です。30日全

期を当てて、既存の青少年プロジェクト計画を完了

させるか、新プロジェクトを始めましょう。参考に

なるものが必要ですか？　次の事を考えて下さい：

地域社会の顕著な青年男女に努力を要する分野で

優秀な働きをしたことに対し青年功績官を貯り表彰

すること。

若い人々をクラブ例会に招待し、意見を交わし、

世代間の対話を強化すること。

卒業間近な学生のために職業相談会を予定するこ　、＿・

と。この学生達をクラブ会員の事業所に招待するこ

と。

インターアクト／ローターアクト委員会に適材の

人を任命し、その機能を発揮させるようにすること。

スカウト隊の後援。スカウト運動の世界的組織が

バーミンガム国際大会で1984年国際理解賞を受賞し

たというニュースを広報して下さい。

国際青少年交換プログラムの支援と「ハンディキ

ャンプズ」（青年障害者のためのキャンプ）の設立

を奨励すること。

青少年交換の徽章デザイン・コンテストの推進

（ロータリアン誌6月号とロータリーの友参照）

9月のクラブ会報に標語「各ロ「ダリアンは青少

年の模範」を強調すること。

ローターアクト会員資格終結

29歳の誕生日に

標準ローターアクト・クラブ定款が改正されまし

た。1984年7月1日より、ローターアクト・クラブ

会員資格は、会員が29歳になった時点で自動的に終

結します（第4粂）。しかし、29歳に達したクラブ会

長と地区代表は、任期満了まで会員資格を保持でき

るということにど注意下さい（第6条）。また、指導

力の継続性を図るために、クラブ会長と地区代表は

さらにもう1年間、直前会長または直前地区代表と

して在籍できます。
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THE FOUR⊥WAY TEST

四つの　テ　スト

Of the things we think，Say Or do

言行はこれに照らしてから

ⅠIsit the TRUTH？

真実か　どうか

Ⅱ　Isit FAIR to all concerned？

みんなに公平か

Ⅲ　Willit build GOOD WILL and

BETTER FRIENDSHIPS？

好意と友情を深めるか

Ⅳ　Willit be BENEFICIAL to all

concerned？

みんなのためになるか　どうか

（ゲストスピーチ）

ア　メ　リ　カ　留　学　を　終　え　て

1年間の留学を終えて12

日の日に帰って参りました。

1年前にもこういうふうに

留学に行くということでス

ピーチをさせられたんです

けれども、それがほんの2

～3ケ月前みたいなことの

ように思われて、1年間て

短かいなあと思っているところです。

私は背が高いので、向こうでも見劣りしないだろ

うとよく言われますが、やはり向こうでも背は大き

い方でした。やっぱりアメリカ人は大きいっていう

イメージが皆さんにあるというのは、太っているか

らなのかなあと思いました。あんまり背が高くない

けれど、やっぱ太っている人が多くて、うちへ帰る

迄にあんなふうになったらどうしようか、とか思っ

てたんですけど、実際やっぱ、背が伸びた分体重も

新　　穂　　　　恵　　さん

10キロほど増えました。食べ物がパンとサラダとお

肉なんて、そういうふうなフルコ冊スというのは絶

対なくて、例えば鳥肉だったら鳥肉の丸焼きがドッ

と食卓にのってそれだけ、とかそういう感じの食事

なもんですから、片寄りが出るのか皆太っていらっ

しゃる。太っているからダイエットと云うことで日

本食なんかがずいぶん流行っていたんですけど、高

くてそれが、例えば佃煮なんかが、こっちで100円

程で買える佃煮のお惣菜が、小鉢にのって来てそれ

だけで5ドルと言った具合で、日本料理は何か高値

の花でした。

ニューブランズウィックには日本料理屋が一軒も

有りませんので、日本料理屋をアメリカで開きたい

という方は、ニューヨークよりもニューブランズウ

ィックの方が儲かると思います。と、それでニュー

ブランズウィックという所は、前に聞いていたより

もそんなに大きい都市ではなくて、大体鶴岡の旧市



内と同じくらいの大きさかなあという程度でして、

だいたいラ十ガースとか、その辺のニューブランズ

ウィックの産業の中心的建物と言われるものが、ニ

ューブランズウィック市内ではなくて、その隣りに

在るんですね。例えば鶴岡市で云うと大山辺りとか

そういう感じで、（あっ、大山は鶴岡市ですけども）

とにかく隣りの町という感じでありまして、そうい

う郊外はきれいなんですけれど、やっぱ、市内で実

際一年間暮らしていますと、例えば、ハイアットホ

テルとか、ジョンソン　アンド　ジョンソンの廻り

は整備されてきれいなんですけれど、その他という

のが少し、やっぱニューヨーク市に近いせいか、ち

っとぶっそうなところも部分的にありまして、何か

少し、何て言ったらいいのか、留学生向きではない

と思いました。

高校の方ですけど、やっぱり最初のうちは何が何

だかさっぱりわからなくて、向こうの人は考え方が

日本人とまるっきり逆で、日本人だと外国人だから

言葉もわかんないんだし、風習の違いもあるから優

しくしてあげようというみたいなところもあるんで

すけれども、向こうの人は全く逆で、言葉も解らな

い人だったら放っといたほうがまだましだ、という

感じで、誰もこっちから行かない限り何もしてくれ

ないんです。で、だから最初のうちは放ったらかし

で、私も放ったらかしにされまして、で、すごくホ

ームシックにかかりまして、何でこんなところへ来

てしまったんだろうかと毎日毎日思って暮らしてい

たんですが、2～3ケ月くらいすると、ある日突然

耳栓がとれたように、あれっ、英語分っているのか

しらって感じになりまして、で、3～4ケ月ぐらい

には慣れて、で、友達も突然出来たって感じで、だ

から向こうの人は外国から来ている人が沢山いるの

で、外国人でもァメリカ人と同じように英語を話す

ということを前提にして話しかけて来ますので、わ

からないとなると聞きもしないというところがある

んです。で、その点は苦労しましたけど、でもやっ

ぱりホストファミリーなんかで、いやでも話さなけ

ればならないんですけど、あれは英語の力よりもま

ず雑学の知識だと思います。質問の仕方が、日本の

大きさとか、人口はとかは基繹的で、例えばアメリ

カの贈り物がいつも4つとか6つ、12個セットなの

に、どうして日本は5つとか10個、15個、20個のセ

ットなんだとか、そういう聞き方をされまして、や

っぱ、これは英語より、行く前に雑学をもっと勉強

するべきだったと反省しているところです。

それで、高校はひと通り終えまして、六月に一応

卒業式にも出させて頂きました。その後に大学の方

で簡単な夏季講習を受けさせてもらったんです。特

別性としてですが。で、ぜんぜんスケールが違うん

ですよね大学の、その時に、えーっ、ニューブラン

ズウィックにあるラトガースという大学を見させて

頂いたんですけれど、ま、大学には警察もあるし、

銀行もあるしという感じで、大学自体が一つの町み

たいになっていて、大学の面積全部いれると、何と

鶴岡市ぐらいになっちゃうんじゃないだろうかとい

うぐらい広い所でした。やはり州立大学ですので人

も多いんで、実際行く前には、ニューブランズウィ

ックの人口は5万人で、学生が5万人で、だいたい

鶴岡市くらいだみたいなふうに聞かされていたんで

すけど、ラトガース自体がニューブランズウィック

だけでなく、例えはニューアークとか、ずっと南の

方とか、いろんなところにありまして、実際にはニ

ューブランズウィックのまわりには2万人ぐらいし

か生徒がいないということでした。

と、まあ一年間過ごしまして帰る間際に、やっぱ

り帰りたくないなあという気持ちが強くなりまして

だいたい帰り間際になると皆が、英語だいぶ上手く

なったみたいなふうに言ってくれるんで、やっぱり

これからなのかなあと思いまして、一年間というの

は中途半端なんじゃないかなあと自分で勝手に思い

ながら、何かこうすごくもったいないと思いながら

帰国したわけです。又、チャンスがあったら、そう

いう所に行って勉強してみたいなあと思います。や

っぱり留学生として行ったのがすごく有意義に感じ

られました。実は行く前は、あんまりちょっと気乗

りがしなかったんですよね。英語が、英語の教科が

一番高校で悪かったもんですから、でもやっぱり行

ってみて良かったなあと、言葉で言えないはどよか



ったと思っているところです。

ほんとうに1年間有難うございました。

⊂季長報告）　川村徳男君

1．先週の金曜日の17日、J．C．の例会に出て来まし

た。先般J．C．全員大会のP．R．をかねて中沢理事長

さんと村井専務理事さんが挨拶に来られたので、

その答礼と今年度の当クラブの事業を説明してき

ました。青少年問題のテレホン相談に対する協力

依頼や、同じように地域において奉仕活動する団

体として、互に連絡し、理解し合って協力出来る

ものがあれば協力し合う方向でやって行きたいと

云う話を座談的にしてきました。ただ、年度が半

年ずれていること、従ってお互いに活動計画や予

算が決まってしまっていること等もあって、合同

で大きな奉仕活動をするといったことは、その他

にもいろいろ難しい問題があると思いますので、

一時に大勢の人を動員するような事業や、あまり

金のかかる事業は避けなければならないという感

じかしました。

丁度〝鶴岡ふるさとまつり〝でJ．C．会員がいろ

いろ奉仕されていたようで、プライベートのお盆

行事をその後に廻していた方が多く、例会の出席

率はあまり良くなかったようですが、委員会活動

を円滑にすることで各委員会がメンバーの出席を

督促するというやり方は、一つの参考になるなと

思いました。

2．去る18．19の両日、福島でローターアクト委員

長会議があり、若生君が出席されましたので、後

でど報告をお願いします。

3．次の例会までのロータリー関係の行事はありま

せん。

一般の行事では、県内の大きい夏まつりの最後

になると思います”新庄まつり〝が24日から26日

まで行われます。

〔幹事報告つ　迎田稔君

1．先般アンケートを依頼した社団法人〟日本の松

の緑を守る会〝から資金募集のお願いが来ていま

す。

2．暑中見舞いが酒田R．C．、酒田東R．C．より来てい

ます。

3．第254地区年次大会が10月20．21日に青森県八

戸市で行われます。

4．当地区年次大会が10月6．7日山形市で行われ

ますが、積極的な参加をお願いします。

⊂委員会報告〕

○親睦活動委員会

三　井　腫君

黒川能鑑賞並びに会員家族会開催のご案内を申し

上げます。

スケジュールは以下の通り

9月9日（日）

9　時　　鶴岡産業会館前出発

（二階建バス使用予定）

10　時　　黒川能鑑賞

正　午　　朝日本郷館にて昼食

15　時　　鶴岡産業会館前解散

○国際青少年交換委員会
丹下誠四郎君

交換学生派遣メンバーとの懇談会を開催します。

日　時　　9月4日（火）　午後6時

場　所　　湯殿山食堂

（昭和町殖産相互銀行前）

会　費　　3，000円

R．ト第253地区ローターアクト委員長会議報告

ローターアク†委員長　若　生　恒　吉　君

日　時　　8月18日～19日

場　所　　福島市　ホテル辰巳屋

1．地区資金

ローターアクト活動費 70万円



ローターアクト提唱クラブ援助費　　36万円

ローターアクト地区大会補助金　　　15万円

2．地区ローターアクトの現勢

ローターアクト新設クラブ補助金　　　　5万円

ローターアクト地区委員会曹　　　22万5千円

ローターアクト ク　ラ　ブ �会　員　数 ���結成基盤 �会員年会費 �提唱クラブ 予　算 

男 �女 �計 

い1わ　き　平 �0 �6 �6 �女　子　の　み �18，000 �500，000 

山　形　西 �8 �7 �15 �混　　　　合　‾ �18，000 �500，000 

福　島　北 �7 �10 �17 �ノク �26，400 �700，000 

鶴　　　　岡 �7 �2 �9 �ク �12，000 �250，000 

米　　　　沢 �3 �4 �7 �ノク �14，400 �300，000 

会津若松南 �8 �6 �14 �ノク �24，000 �300，000 

郡　山　西 �8 �2 �10 �職　　　　場 �24，000 �400，000 

山形女子短大 � � � �学　　　　校 � � 

福　島　南 �24 �11 �35 �混　　　　合 �18，000 �500，000 

梁　　　　川 �10 �5 �15 �ノク �18，000 �200，000 

相　　　　馬 �6 �8 �14 �ク �24，000 �500，000 

喜　多　方 �13 �5 �18 �〃 �12，000 �300，000 

12　ク　ラ　ブ �94 �66 �160 � �平均18，980 �4，450．000 

会議内容

1．青少年指導者養成につい七

P．G．作田地区青少年委員長

R．Ⅰ．の青少年指導者養成について何故R．A．Cが

必要か？

○ローターアクトは将来のロータリアンを養成す

るのではなく、地域社会で働らく青少年に対し

てロータリー精神を身につけさせ、今後社会に

対する奉仕を通じて物事を完成することを経験

させることである。

2．ローターアクトの運営について

田崎公明地区R．A．C委員

○今年度の地区内の現勢は上記別表の通り

○補助金の割にはアクトの活動が少し低調である

ので、各提唱クラブは金も出し、口も出して活

動をしてもらいたい。

○不活発なローターアクトの提唱親クラブのロー

1クラブ平均（404，500円）

ターアクトの委員長は、会長・幹事経験者を委

員長にあてるべきではないでしょうか、との発

言がありました。

3．ローターアクト拡大増強について

佐藤倍地区R．A．C委員長

0253地区は提唱率が15．7％で、全国では下から

5番目であるので、今までガバナー及び分区代

理の出たクラブには是非ローターアクトを提唱

してもらいたい。

○提唱率の上位は、256、273、258、265が30

％位の提唱率である。

4．ローターアクトの活動について

各クラブの委員長より報告

0地区内の活動が活発な所は、福島南、梁川クラ

ブが良く、あとの10ヶ所はまあまあで、低調で

ある。

○親クラブは金も出すが、口も出すように良く指



導をしてもらいたい。

○瑛状では、奉仕、奉仕といってもピンとこない

ので、親睦を主にして活動したらどうか。

○もっともっとロータリアンの企業より出したら

どうか。その時は社長ばかりが理解していても

職場の課長や係長、職長あたりにローターアク

トを理解させて、ローターアクトに入るよう社

長が勧めるべきである。

○ロータリーやローターアクトは奉仕、奉仕ばか

りでなく、もっとその地域にあったユニークな

活動をやれば、もっともっとローターアクトに

入ってくる人が多くなるのではないか。

5．1984年度R．A．C地区大会について

斎藤光夫福島南R．A．C委員長

参加人数　200名以上の登録済

300名の大会にしたいので是非ローターアクト、

ロータリーメンバーの参加をお願い致します。

日　時　　9月8日14時～9日11時30分

場　所　　飯坂温泉　水　洗　園

登録料　　ローターアクト　10，000円

ロータリアン　　15，000円

テーマ　「貴方にいますか？　しんゆう」

（」しヱ＿ユ＿生〕

新穂光一郎君　　娘が一年間留学し、無事帰国し

ましたので。

佐々木霊彦君　先週からの宿題でまだ仕事は終

らないのですが、これ以上利息

がつくと悪いので。

塚原初男君　　先々週、佐藤順治さんの大変立

派な山をみさせていただき、そ

の際、沢山のビール券を戴きま

したので、皆様にお裾分けする

つもりで。

三井　　健君　　親戚のものと一緒にゴルフをや

り、ワンラウンドを何とかかん

とか廻れましたので。

〔ビ　ジ　タ　ー）

温海R．C．　斎藤五郎八君

鶴岡西R．C．　井上　　彬君

1984．8．23（木）

P．M．3：00′〉3：30

張さん宅で

阿蘇：おくつろぎのところを申

し訳ありません。今日は先生に

インタビューです。

張さん：まあ、君の方から質問してくれよ。何か、

と言われるとかえって困るからな。

阿蘇：ええ、それでは一つ、先生は何の為に医者に

なったのですか？

張さん：それはね、台湾ではね教員か、弁護士か医

者のどれかになるべきだということがあってね、父

がお前は医者に向くからということでなったという

ことかな。

阿蘇：ずいぶん簡単なんですれ今ではちょっと考

えられないことですが。

張さん：いやね、私を動かすことが一つあったんで

すよ。それはあの浜口首相が東京駅でピストルで狙

撃され出血多量のとき、

その輸血や何やらに尽

力した塩田広重先生と

いう方のことを新聞で

見ましてね、医者とい

う使命感が肌にピグッとついたというわけですよ。

阿蘇：やはりそんな動機があったわけですね。とこ

ろで、医者になって艮かったということは何です

か？

張さん：はじめはそうでもなかったのですがね、人

間は生きるという権利があるし、生きなければなら

ないということに対して医師は手伝いをするという

ことなんですね。そこのところが分ってきたのでね。

これが医者になってよかったということかな。

阿蘇：そのようなお考えになられるということは素

晴らしいことですね。ところで、苦しく辛かったこ

とは？

張さん：それはね、14才で台湾を出るときにね、水

上警察から追われたり、東京ではね、杉並警察から



強制的に帰ることを指示され、泣いてお願いしたこ

とや、昼に子守りをしたり、新聞配達をしたり、夜

は学校に行ってね。医者になるために中学への編入

試験を受かることへの苦労は、中学一高校一大学と

順調に進んでいく人達のそれとは比べるということ

は出来ないことだったな。

阿蘇：14才で警察との経験をしたり、夜の学校に通

いながら医師という道にたどりつくまでの道程は、

今の先生からは考えられませんね。

張さん：私もね。そんなことで、医師になってこの

鶴岡に来るようになって、始めは2年間だったのが

ね、もう40年にもなりますよ。台湾にも私が住んで

いた庄内もありますしね、鶴岡小学校というところ

もありますしね、ほんとですよ。この鶴岡はそこか

ら来た鶴岡かな。そん

なところからの40年か

な。

阿蘇：色々お忙しいと

ころどうもありがとう

ございました。寅年だ

そうですが、頑張って下さい。

（j報委員会）

1270号の2頁青少年奉仕委員長・藤原享胤君の原

（誤）を川（正）に訂正してお詫び申し上げます。

（今週の担当者　手　塚　拓）

ロータリー用語便覧（4）

クラブの運営・活動
クラブ協議会

について、クラブ内

のロータリー活動を調整、発展させる

ための会議で、①年度始め（多ガバナ

ー公式訪問の少なくとも2週間前　④公式訪問のと

き（む地区大会のあと　㊥年度後半の始め（むその

他適時に、少なくとも毎年6回の開催が望まれてい

るが、①－④は必ず開催しなければならない。会議

へはクラブの理事、役員および各委員会の委員長に

出席義務がある。

クラブ例会への　例会への出席は、それによっては
出席の条件　　じめて親睦が得られ、奉仕の理想

実現の道がひらかれるので、会員の最少隈の責任と

される。また、食事（会食）が済むころ、あるいは

済んだあと席を立つ中途退席者は＜出席＞として認

められていない。クラブ全体に対しても、スピーチ

中の会員に対しても大変失礼にあたるので、特に他

のクラブを訪問する際には、その点を充分に留意す

べきだとされている。

欠席常習会員
通常、ロータリー・クラブが会員

の入会を許す場合には、その新会

員が「その地域社会における傑出した人物の一人で

あり、当該クラブの資産となるもの」という信頼に

もとづいている。したがって、このような会員を欠

席常習→退会へ追込むとすれば、当事者・クラブの

いずれかが他方にとって期待はずれであったことに

なる。もしクラブの側に何らかの手落ちがあり、そ

れが欠席常習の因であるなら、いち早く手落ちを正

し、出席の意義を理解してもらうように努めなけれ

ばならない。

しかし、永年の間クラブのために忠実に尽してき

た古い会員の場合には、困難がともなう。このよう

な場合には、理事会が問題として取上げ、手を尽し

たあらゆる訴えも効果がないときには、本人に退会

してもらうことになる。もっとも、会員身分終結の

通告がなされた後に、再入会の希望が表明されるこ

とも珍しくない。

クラブの名称
クラブの名称は、まずそのクラブ

の所在地を表わすものでなくては

ならない。しかし、その名称が2語以上になるとき

は、頭初の1語に所轄郵便局の名称を採用すること

が要請される。いちどR．Ⅰ．で承認された名称の変更

は、R．Ⅰ．とクラブ双方の同意がなければできない。

州1LJ－　　′－　ツ‾上代い十　日謹柾目1－　ヒ）　′ト．】′どl；冊】、うーと（う　27　25う地≡叉

11日．】ノ　1■＝パ　直りト場町＋寮帥描け1日義旬刊　淀川1日ご一括　ご17711

川ご‡」′　匪汗IJrい】J瑚T」的藻判子　3措÷一　　例会　しJ　川∵坦火曜日　ノト後12うりへ1・うし）
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琉嫁か通園篤羞廟

⑳　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

四　つ　の　テ　ス　ト

㊥　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

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

自ら誠実、正直、善意の手本を示しているか

（会長報告）　…寸徳男君

1．新穂恵さんが留学先でバナーを交換してこられ

ましたので回覧します。

2．黒川能鑑賞と家族会の参加申込みの締切りが今

日になっております。今のところ申込者が大変少

ないようですが、黒川能を本場で鑑る機会は滅多

にありませんし、また、親睦活動は本年度の最重

点項目になっておりますので、奥様はかど家族共

共大勢の方々の友情参加をお願い申し上げます。

3．次の例会までの行事

（1）ロータリー関係行事

31日（金）午後6時から、この例会場において

青少年電話相談のカウンセラーをお願いしてい

る方々とロータリー側との初会合を行なうこと

になっております。電話相談は地域において大

3．競争者に対して：

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

いつも支払をよくしているか

きな期待を寄せられておりますし、また、R．C、

としては、地区でも全国的にも初めての画期的

な活動として注目を浴びることになると思いま

す。詳細は8月14日の例会で藤川青少年奉仕委

員長が申し上げ、お願い致しましたが、私から

も皆様のど協力を重ねてお願い申し上げます。

その時のお話で顔合せを8月30日と申しました

が、31日に変更になりましたのでよろしく。

また、9月は青少年活動月間に当ります。

（2）一般の行事

9月1日は二百十日、防災の日です。大正12

年9月1日の関東大震災の時、私は小学校に入

る前の年でしたが、その揺れ方のひどかったこ

とが今でも記憶に残っています。あの頃は新聞

の号外が一番早い情報だったのでしょうが、そ

の暫らくあとで、こんにちのニュース映画でし



ようが、公園地の今のテニスコートあたりの広

場で写されて、隅田川に黒々と浮ぶ屍体をみて

子ども心に恐ろしかったものです。

私はいつも家族や職場で、泥棒はひとしょい

だが、火事は根こそぎだから、火の元には充分

注意するように言っております。

4．D417とD253の組合せクラブ一覧表がござい

ますが、8月10日の目付けで斎藤カンマナーから会

長並びに幹事各位という事で文書が入っておりま

して、417地区のホセ氏と会見せし時、メキシコ

の417地区と丁度同じクラブ数であるところから

話がまとまったと思います。今後国際親睦委員会、

（会員スピーチ）
放送と　ニ　ユ

最近いろいろなニューメ

ディアが話題がマスコミを

賑わせていますが、今日は

放送との関わりをお話して

みたいと思います。7月8

日にNHK特集で「中継，

日本列島・夜の海」という

番組を放送いたしました。

沖縄の西表島と高知県の古満月、それに北海道知床

半島の三か所を、ナマ中継で結びました。海中から

お互いに話をしたのは世界で初めての事です。沖縄

に台風の来ない時、オホーツクに良い天気が続く時

など慎重に検討を重ねて、7月8日を選び、幸いに

も成功をおさめましたが、この放送も通信衛星など

従来のメディアを活用したものでした。

では、いま放送として考えているニュけメディア

はと申しますと、五つほどございます。

まず、テレビ音声多重放送があり．ます。まだ山形

県ではNHKで実施していませんが、ステレオ放送

ニケ国語放送、解説放送などを行なうもので、59年

度末で全国の85％のカバレージを計画しています。

次に衛星放送です。一寸したトラブルで現在は一

波しか放送していませんが、来年夏を目途に、予備

理事会とも相談の上進めて行きたいと思います。

（幹事報告）迎。稔君

本日は書類の伝達が主な事です。

0第75回国際年次大会がバーミンガムで行われまし

た記念誌を只今回覧中でございます。

0国際R．C．アジァ地区大会が（11月14日”11月17

日）フイリッピンのマニラで行われますが、参加

の案内が事務局に御座居ます。

○神戸南R．C．の認証状伝達式の案内がきております。

。酒田東R．C．より会報及び活動計画書が参っており

ます。

－　メ　デ　ィ　ア

今　　村　　　哲　君

の衛星を打ち上げて二波にするべく努力中です。赤

道上空約3万6千キロに静止し、全国42万世帯の難

視解消、衛星放送の普及、高品位テレビやPCM音

声放送等の開発実験を日ざしています。

3番目は文字放送でございます。聴力障害者を対

象に58年10月から、東京と大阪地域で総合テレビ系

統で実施しています。これはテレビの画面のすき間

を利用しているもので、ニュースや天気予報、お知

らせ等8項目を放送しており、パターン（形状）方

式とハイブリッド（符号）方式が考えられています。

現在はパターン方式による放送でございます。

4番目は緊急警報放送で、人命や社会生活に重大

な影響を及ぼす地震や津波など、非常災害の予知情

報や警報をお伝えするものです。放送電波に一定の

信号を入れて、スイッチを切っていても、自動的に

受信機が作動して警報を伝えるシステムです。

最後に高品位テレビジョン放送です。夢のテレビ

とも言われるもので、すでにNHKではカメラやV

TRを開発して番組制作ができるようになっていま

す。このテレビは今のものより画面の密度が約5倍

と鮮明で、臨場感のあるものになります。走査線も

1，125本と今の525本の2倍以上あり、たたみ一畳

大の壁掛けスクリーンを使う未来のテレビジョンで

＼ヽ■ノ



す。

以上がいまNHKとして考えている放送のニュー

メディアですが、急速な技術革新に対応して、必要

な情報を確実にお届けするため努力していく所存で

ございます。

（うマイ　ノヒ〕

丹下誠四郎君　　日曜日に愛犬の荘内地区コンテ

ストでグランプリを獲得しまし

た。

張　　紹渕君　　会報のインタビューがうまくい

ったので。

（ビ　ジクエ〕

酒田東R．C．　和島市太郎君

鶴岡西R．C．　菅原幸雄君．菅原隼雄君

帯谷義雄君．八幡慶二君

井上　　彬君

1984．8．29（水）

A．M．10：00′〉10：30

於．佐藤昇設計事務所応接間にて

阿蘇：おはようございます。早く

からお伺いしまして。

佐藤さん：いやいや、どうも話し

をすることが何もなくてね。質問して下さいよ。

阿蘇：ロータリー歴は長いですね。だいぶお若いと

きの御入会ですね。きっかけは何でしたか？

佐藤さん：荘司繁太郎さんという方がロータリーに

いましてね、その方から強引にね、30才の時でした

か。

阿蘇：その頃は一番若かったのですね。当時から長

く続いているという御趣味は何ですか？

佐藤さん：ロータリーのメンバーの中には大ベテラ

ンが多いのですが、釣ですね。

阿蘇：だいぶ長いのですか？

佐藤さん：ええ、20年位かな。ああ、そうそう、こ

こにね、信用金庫の風間富治郎さんの書があります

がね、釣のことをいっているんですね。釣魚の極意

というのですが、釣魚多者之上手、少而多楽之名人、

不釣猶楽之達人、斯道年久之無窮、というのです。

阿蘇：分かりやすいことばですね。だいぶ佐藤さん

も釣はお好きなようですが、シ」ズン中何回位行き

ますか？

佐藤さん：そうですね、仕事を持っていますからね。

仕事以外は釣ですね。年間40～45回くらいかな。そ

れでね、会社でも浦島会という会も作っていますし

ね、山形相互銀行の会やいろいろの会に入って頑張

っていますよ。

阿蘇：釣をされて良かったなあといったことはあり

ますか？

佐藤さん：それはね、何といっても身体が丈夫にな

ったということですね。

阿蘇：他にお好きなものは？

佐藤さん：私も犬年生れのせいですかな、犬は大好

きですね。今は忙がしいので飼ってはいませんがね、

一時期はね、4匹もいましたよ。

阿蘇：同時に4匹もですか。御家族が4人さんです

から一人一匹となりますかね。どんな種類の犬です

か？

佐藤さん：あんなに可愛いものはないですね。最高

ですよ。土佐犬とシェパード、チリヤ、そして雑種

が一匹いましたね。

阿蘇：犬年のお生れであり、又、最高の大きい魚を

釣ったのは一尺五寸の黒鯛とのことですので、そこ

らあたりをイラストにしてみます。いろいろ勝手な

ことをお聞きしまして申し訳ありませんでした。新

米記者ですのでよろしく。

（今週の担当者　忠　鉢　徹）



ロータリー用語便覧（5）

研究グループ交　財団の目標である国
換　　　　　際理解を最も効果的

に達成する苛虫得な方法に、この研究グ

ルーフ交換がある。このプログラムは

高度の資格をもつ実業人と専門職業人からなるチー

ムに旅費を支給する。各チームは、ロータリアンで

ない25～35歳の5名で編成され、他国の地区と組合

わされたロータリー地区ごとに選ばれる。チームを

派遣する地区は、2年間の期間内に、その組合わさ

れている地区からのチームを受入れ、ホストの役目

を果さなければならない。

チームは、地元のロータリアンたちから親切にも

てなされるが、ロータリアンでない非常に多数の人

人－あらゆる年齢層の、そして経済的、社会的、

文化的な背景のある人々－も、同様にこのプログ

ラムに参加する。また、各訪問チームのために受入

れ国で数週間実施される特別な研究プログラムもあ

る。したがって、その結果、チームにも受入れ側に

も非常に貴重で、教育は、専門的な知識と意見の交

換ができる。

チームの各メンバーは、自国についての明確な知

識・意見をもち、受入れ地区の言葉にたん能である

ことが要求される。そして帰国後は、新しく得た知

識、観念および視野をひろげた見解を多くの聴衆に

分かち与えなければならない。こうして始めて、メ

ンバーは、ロータリー財団プログラムへの参加の全

過程を完了することになる。

広　告　配　布
R．Ⅰ．理事会はいかなる団体にも加

盟クラブに広告の印刷物を配布す

る権利を認めていない。たとえば、ある印刷会社が

あるR．Ⅰ．前会長の話を基にしてロータリーの教育的

パンフレットを作成し、販売の目的でその広告をロ

ー∵グリー・クラブに配布して問題になったことがあ

った。そこで理事会は、このような場合の留意事項

として、①予め適当な機関と連絡をとること、㊥印

刷会社は外国のロータリアンに対し宛名の書き方に

注意すること、④営利を目的とする商社はその手紙

にYours Rotarilyと書かないこと、④国際ロr

グリーやロータリー・クラブ以外で発行される印刷

物にロータリーの徽章をつけないこと、㊥ロータリ

ーの公式名簿、地域・地区あるいはクラブの名簿等

は、商用の郵送名簿として使用したり、させたりし

てはならないとして警告している。

なお、配布は必ずしも広告だけにかぎらないが、

実際には前記のような広告の場合が多い。しかし、

たとえば決議29－12、第2および第3節の規定のよ

うに、ロータリー・クラブが他のロータリー・クラ

ブに回状を回す場合でも、事情によっては、正規の

手続きを踏んだか否かで問題になることもある。

クラブはそのプログラムや活動に
広報委員会

ついて、その他元一般に充分に周

知されていなければならない。広報委員会は、報道

機関による宣伝価値を認識し、クラブ所在地の新聞

社・放送会社から会員が出ているかどうかを検討し、

①広く世間一般に、ロータリーについて、その歴史

・綱領・規模に関する情報を提供し、㊤特にクラブ

のために適切な宣伝を行なう方法を考えて、実施す

るなどの任務がある。

好ましくない宣　ロータリーの目標や活動を一般に
伝　　　　　知らせるための宣伝は、もちろん

ロ【グリー・クラブやその活動が誤解を受けるよう

なものであってはならない。また依頼した講演者が

宗教や政治、とりわけ政党の政策や候補者の支持を

訴えるといったことは、クラブの方針に反するので、

事業に打合せ、この点を充分に理解してもらうこと

になっている。したがって、この原則を破られるよ

うな場合には、出席者（報道関係者を含む）全員に

対し、この講演者にはクラブを代表して講演する権

限がないことを説明しなければならない。

ク　ラ　ブ役員
会長、副会長、幹事、会計および

S・A・Aをいう。したがってクラ

ブの理事とは、おのずから区分される。

い」－　′′－　ノ′一一′←7一丁」　小目㍊こ1・）し－　　′j‥】′どl桐r、り（〕27　ごう二川kiく
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◎　真実かどうか？

○　みんなに公平か？

四　つ　の　テ　スト

○　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

職業奉仕　四つの反省

1．顧客に対して：　　　　　　　　　　　　　　　　3．競争者に対して：

最上の品質、最高のサービスを提供しているか　　　　　公正な態度で接しているか

常に正直と親切を旨としているか　　　　　　　　　　　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
2．従業員に対して：

彼等の長所を充分に認めかつっているか　　　　　　4．協力者に対して：

安全で快適な職場を確保しているか　　　　　　　　　　公平でしかも友情にみちた関係を保っているか

苦情に対して公正な態度で対処しているか　　　　　　　いつも支払をよくしているか

自ら誠実、正直、善意の手本を示しているか

山l▲■111tI▲■日日■■仙l▲■仙l▲■仙l▲■111日▲■仙l▲■11仙▲■日日■－lllll■■日加■■日日l■■l山Il■■l山l■■油lJ■川帖■■川仙▲■両日■■1抽■－ll暮い■■

（会長報告）　　　　　　　地区のクラブとの文通については・手紙に領光
川村徳男君

1．定例理事会の報告

（1）年度当初に活動計画の中でお話したように来

年3月が台中港区RC．との盟約10周年に当りま

す。今年は、3回目の続盟式と当クラブのお周

年記念式典に先方から来ていただいたので、こ

んどは答礼をかねてこちらから訪問するという

ことで先方の意向を打診する。時期は、2月9

日に地区のICふむがあるので、これを外した2

月中にしたい。

（2）現在の職業分類表が複雑すぎるので簡素化す

るということで市川委員長から改正案が示され、

同意がありました。皆さんには後日説明があり

ます。

（3）斎藤ガバナーから書簡があったメキシコ第417

パンフレットを添えて出そうということに決定

しました。

（4）同じく斎藤ガバナーの書簡ですが、歴史的な

町名の保存については、新しく制定になった町

名を旧に復することは至難のことと思いますが、

古い町名をプレートに記して各町々に掲示する

ことは、既に三中の生徒さんが始めているし、

青年会議所の今年の計画にもあると聞いている

ので、当分これらを見守ることにしました。

（5）新入会員の推せんについて、1名の推せん辞

退があり、諒承されました。

2．去る31日に、青少年のなやみごと相談一教育110

番－のカウンセラーをお願いしている外部の方々

とクラブ会員の第一回打合せ、懇談を行ないまし

た。カウンセラーの諸先生も電話による相談は初

庭内堂藩命麗



めてのようでしたが、活発な、前向きのど意見、

ど質問がありました。最初は皆さんが不安を感じ

ておられましたが、経験をもっておられる佐々木

会員の明解な説明で、最後には自信をもたれた様

子でしたし、却って先生方から積極的な御協力と

はげましの言葉を頂き、ホッとしました。大事業

だけに有難いことです。

また、マスコミの方も、これまで連絡のついた

ところは大きな関心をもってくれましたし、全面

的に協力をするということで心強い限りです。近

日中に記者クラブに出向いて説明し、他社の方に

もお願いするつもりです。

3．次の例会までの行事

（1）ロータリー行事

6日は田川地区高校、中学校の英語弁論大会

が9時から第3学区コミニティーセンターで行

なわれますが、祝辞と賞状を依頼されています。

8日9日の両日は、253地区ローターアクト

第11回年次大会が福島南R．Cのホストで飯坂で

行なわれます。

館前出発ですから遅れないようにして下さい。

今のところ申込みが43名で、ど協力ありがとう

ございました。

11日の第2回クラブ協議会は、理事の方から

概要を説明していただき、必要に応じて特定委

員長から補充的に詳細を説明していただきます。

（2）一般の行事

9月9日は重陽ですが、中国では奇数がよろ

こぼれ、重陽節は特に良い日としているようで

す。

9月10日は旧の8月15日、十五夜です。これ

からは日益しに寒くなりますので、皆さん健康

に留意して下さい。

〔幹事報＿亘〕　迎。稔君

1．国際ロークリ¶認証状伝達式

帯広東口一グリークラブ

1．日本の松の緑を守る会

募金要請

1．国際ニュース8月号　回覧

9日は黒川能鑑賞家族会です。9時、産業会

（垂二∈章二）
今後の電気通信事業の動向について

佐　藤　英　明　君

今後の電気通信事業の動

向は、世界的に共通の流れ

でございますが、2つの潮

流があると考えられます。

1つの流れは、通信のシ

ステムをデジタルのネット

ワークに統合していこうと

いう流れであります。もう

1つの流れは、電気通信の事業体に関する流れであ

りますが、運営主体を民営化・競争化させようとい

う流れであります。

通信設備（ネットワーク）のデジタル化について

は、電電公社もINS（Information Network

System一高度情報通信システム）の構築に向けて

鋭意準備を進めているところでございますが、この

INSとは現在、別々に構成されている電話・ファ

クシミリ・コンピュータなどのネットワークを1本

化し、回線の共有化・効率化を図ることにより、経

済的な料金で電話機はもちろんのこと、ファクシミ

リ・データ機器・映像機器など多様な情報機器を、

自由に選んで1本の電話線に接続して使えるシステ

ムのことです。世界的にもI SDN（Integrated

Services Digital Network）と称して進められ

ておりますが、電電公社のINSは、これに加えて、

今までの距離と時間に基づいた料金体系に変わって

情報量をベースとした新しい料金体系をも包含した

より広い概念と考えてよろしいかと思います。

INSは、通信方式としてのデジタル通信、通信



回線としての光ファイバ・通信衛星・ハードウェア

の高速化・高精度化・多容量化のための超LSIと

いった技術の著しい発展によるところが大なわけで

すが、このうち光ファイバについては、当庄内地区

においても、山形”鶴岡～酒田ルートが昭和60年度

完成を目指して着工されております。（光ファイバ

ケーブルを供覧）また、今年度中には、親展通信等

多彩なサービスが安く便利に利用できるファクシミ

リ通信網サービスも導入されますので、ぜひど利用

いただきたいと思います。

どんなに便利だと思われるシステムができても、

それをお使いいただくのはお客さまです。INSに

ついても、この9月28日から東京三鷹地域を中心に

モデル・システムを実施するなどして、皆さまがた

のど意見をお聞きしながら、自由に経済的にお使い

いただける安くて便利な設備（ネットワ「ク）を提

供していきたいと考えております。

一方、もう1つの流れであります電気通信事業体

の改革については、改革法案が衆院を通過し、次期

国会冒頭で参院も可決成立する運びとマスコミが伝

えております。これらの法案が成立・制定されれば、

昭和60年4月1日から、新しい電気通信事業法によ

り、電気通信事業者は、電電公社のように自前の回

線設備をもって事業を行う第1種電気通信事業者と

第1種電気通信事業者から回線を借りて、それに付

加価値をつけるなどにより営業する第2種電気通信

事業者とに分かれますし、また日本電気電話株式会

社法により、私ども電電公社も皆さまと同じ商法・

税法の世界に生きることになるわけです。

したがって、今後は、株式会社としてより機動的

・弾力的な事業運営を行いサービスの向上に努力し

なければなりませんし、そのためにも、一事業者と

してサービスの向上を前提に、一層適正かつ効率的

な経営を行い、引続き健全な財務基盤を確保するこ

とが大切であると考えている次第です。（一事業体

としてみれば、残念ながら鶴岡電報電話局は赤字経

営であります。）

競争の萌芽は、端末機器分野において、すでにこ

の鶴岡地域に現われておりまして、民間業者の方の

ビジネスホン（ボタン電話）をはじめとする各種電

話機の売り込み功勢は凄まじいものがあります。し

かしながら、私どもの電話機は信頼性・経済性・保

全性等あらゆる面でど満足いただけるものと確信し

ておりますので、ぜひ引続きど愛顧下さるようお願

いいたします。

今後、ますますの御指導・御鞭橙をお願いいたし

ましてスピーチといたします。

（二義睦活動委貞盲つ

会員誕生　今村　哲君．小池繁治君

加藤　　賢君．本山　　弥君

白坂　　久君．上野三郎君

渡部利夫君

奥様誕生　　三井　　糸様．三井順子様

本山京子様．染野恵美子様

（‾‾出席委員を）

8月100％出席　52名

秋野．阿蘇．阿部（与）．張．藤川・布施．飯白．

石川．石黒．板垣（俊）．市川．飯野．川村．黒谷・

小松（広）．今村・小松（三）・加藤・塚原・三井

（賢）．三井（健）．嶺岸．迎田．松田（貞）．松田

（士）．中江、中野．中田．斎藤（隆）．佐藤（忠）．

佐藤Ol掛．佐藤（衛）．佐藤（友）．佐藤（元）．新穂．

菅原．鈴木（善）．鈴木（弥）．佐藤㈲．鈴木（茂）・

佐々木．斎藤昭）．高橋（艮）．丹下．手塚（林）．

富樫．上野．内山．渡部．若生．山口．吉野

⊂∈二三】±＿」D

佐藤友吉君　　9／5藤島町役場庁舎工事竣工

を祝して。

白坂　久君　本社の監査が無事終了して。

⊂ぎ＿ジタ二⊃

鶴岡西R．C．　加藤重郎左衛門君

佐藤　　拡君．桜井　　晋君

⊂亘　　森‾‾‾〕

永平寺参拝の旅（会費50，000円位）

10／16（火）～18（オ〕　申込みは白坂久まで。



〔青少年奉仕委員会〕

教育110番について

8月31日、鶴岡市物産館の3階例会場で青少年奉

仕委員会によるすぼらしい取組みの第1回の会合が

もたれた。これは青少年の健全育成の1つとして、
一般の方々の御相談を月1回お電話をおうけし答え

られるようにしてゆこうという主旨からこの企画を

してみた。大変にむずかしいことだ、どんなことに

なるかわからない。どこまで答えられるだろうか、

ロータリーが重荷になるのではなかろうか、すぼら

しいことなので協力しながらやってゆこう…などと

いろいろなことがお集りのカウンセラーの方々から

ありました。そしてとにかく9月20日、23－9110

番でおうけしてみようということになったようです。

はじめてのこころみなので全員の方々が不安という

お顔の中にも、やりがいのあることなのだというお

考えの中にPM7：10～8：20まで行われその後懇親

会に移り、今後の問題点を話し合われた。運営委員、

事務局、ロータリアンカウンセラー、招構カウンセ

ラーの方々の御氏名を次号に掲示させていただきま

す。
ロータリーは実践・実行力をもってすすむべきだ

ということからいえは、大変なことだけれど、すぼ

らしいことだというこ

とを思いロータリアン

の方々は勿論、御関係

の方々の積極的な御協

力をいただきたいもの

だと思います。

1984．9．5（水）

PM　2：30′－3：00

於．三井病院にて

戦争と平和

阿蘇：お忙しいところすみま

せん。先生はよく海外旅行を

されますが日本と比べてどう

ですか。

三井さん：日本はね、生活面

もいろいろ便利なことが多いし豊かに見えますがね、

実際は欧米諸国の文化、社会施設とを比べますとま

だまだですね。又、公

共心もはるかに先方が

高いですね。

阿蘇：私も海外には行

ったことがありますが、

むしろ日本よりひくい

ところに行ったのであ

ペイで′′猷争

まり感じませんでしたが。例えばどんなところです

か。

三井さん：スイスに行ったときですがね。盗難に合

いましてね。パスポートが入っていましたので届出

ますとね、絶対に盗むものはこの国にはいない、と

いいはるんですよ。公園のベンチにカメラを置いて

おいても盗むものはいないのに。というんですね。

接してはくれましてね、ありましたがね。最近はこ

のスイスでもいろいろの人が出入していますからね。

阿蘇：お話しをかえますが、先生はいつ頃からここ

童子

で病院を。

三井さん：私はね、九

州医事、今の久留米大

学を出ましてね、昭和

18年に召集をうけたん

ですよ。そしてね軍医

としてニューギニアに

行きましてね。ここで戦争の悲惨さをいやというほ

ど味合ってきましたよ。

阿蘇：敗戦が少しずつ出て来た頃とお伺いしますが。

三井さん：そうなんです。300名の兵隊を（やっと

歩ける傷だらけの）預けられましてね。富士山ほど
の山を越えて徹過したときはね、目の前でバクバク

死んで行く兵士を見てね、火葬をすれば火が敵に見

えますしね。あの時のつらさやみじめさを今思うと

ね…。それに私自身もマラリヤにかかりましてね。

死ぬと思いましたよ。

阿蘇：いろいろなことを体験されたのですね。先生

の知られざることですね。

三井さん：そうかも知れませんね。私もね、茶道の

会、ニュ¶ブラウンズ友好会やユネスコの会長をや

っていますがね、平和ということは大事にしなけれ

ばならないですね。人間1人1人が心の中に平和の

心をしっかりもつこと。人間の平和と幸福の願いは

世界の願いということですからね。ロータリーも考

えているだけでなく実践・実行を多くもつことだと

思いますね。人間の平和と幸福の為にね。

阿蘇：すぼらしい人間の心が、戦争と平和というこ

とに分ければ絶対平和でなければなりませんね。い

ろいろ大変有難うございました。

」　　　　ツ　川　　　HrH h・　∫　　　r川lH・）27　二1皿▲く
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（∋　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

四　つ　の　テ　スト

∈）好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

職業奉仕

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

自ら誠実、正直、善意の手本を示しているか

四つの反省

3．競争者に対して：

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

いつも支払をよくしているか

〇〇mO〇0〇0〇⊂X⊃0〇∞（X）〇〇〇〇CO（X）〇〇∞（X）00∞0〇∞∞〇〇〇〇∞〇〇∞〇〇000〇0〇000〇0〇Cに）（X）CX⊃0〇〇〇∞（X）Cく）∞CO（：て）（：に）〇〇00000〇Omm

（≠ネトスピーチ）

山形県青年洋上大学に参加　して

洋上大学の寄港地のマニ

ラ、上海、蘇州。自分にと

って初めての外国で最も感

じたことは、やはりこれか

らの若者は英語ぐらいは話

せなければだめだというこ

とだった。現地青年との交

歓会、交流会では、なんと

かなるのではと思った英語

もなかなか通じなかった。それでも笑顔でごまかし、

なんとか国際親善の役も果たしたのではと思う。

洋上大学は、大きく、寄港地での研修、船内での

研修に分けられるが、船内活動では、船という特殊

麿的蛮藩の麗

菅　原　成　規　君

な環境の中で、職場と家庭を離れて自分を見つめ、

講義、ゼミナール、その他の行事を通じ、同じ山形

の仲間の連帯・協調の大切さを感じた。

マニラ、上海で現地見学、現地青年との交流、交

歓をしたが、政治体制も社会機構もぜんぜんちがう

国、それと自分の住んでいる日本、3つの国を比較

して、いろいろ考えさせられたことが多かった。

特に中国では、『4つの近代化』という大きな目

標をかかげ、国民全体でがんばっているなあという

いきごみが感じられた。

洋上大学は終わったが、ほんとうの活動はこれか

らだと思う。団員1人1人が地域・職場の中心とな

り、地みちでも息の長い活動、各地域・職場の発展



につながるよう、この成果を還元していかなければ

ならない。

最後に、洋大への応募が減っているが、参加した

いが会社で17日間も休めない、という人も多くいる。

会社の経営者の方々にも洋上大学というものを理解

していただき、ど協力を願いたい。

（二互亘二重j⊃　川村徳男君
1．9日（日）の黒川能鑑賞の会員家族会は、41名と

いう多勢のご参加がありました。神殿の建物がそ

のまま能楽堂になっているのも普通は向って左手

にだけある花道（というのかどうか）が、演ずる

人達の上座、下座の関係で、右手の方にもついて

いるのが珍らしく恩いました。出し物が船弁慶と

いう素人わかりのするものでしたし、附子という

狂言も方言まじりのせりふが一層おかしさも加え

て、今迄はどちらかといえば縁遠いものとして食

わず嫌いの気味があった人も、親しみを覚えたの

ではないでしょうか。

朝のうちは、あいにくの天気で、予定した宝谷

に寄るのを諦らめたのですが、午後から雨もあが

って、宝谷からの庄内平野の眺めは、黄金の海に

点在する緑色の集落の景色は、すぼらしいもので、

車が方向を変えるごとに右から左から子供のよう

な歓声があがり、ガイドさんのユニークなガイド

もあって、学校の遠足のような賑やかさで、参加

した皆さん、大へん楽しい一日になった様子でし

た。計画された親睦活動委員の方々に心から感謝

申し上げます。

2．9月4日（火）に開催されました交換学生との懇

談会には、学生側が伊藤さん、木村君、小池志保

さん、梅木理恵さん、新穂恵さんの5人が出られ、

留学当時の苦労はなし、帰ってからの近況などを

聞かせてもらいました。留学中の問題として、二

番目のホストファミリーがなかなか決まらなかっ

たり、クラブが割と冷たかったり、とか、意外な

事実がわかって大変参考になりました。クラブか

らは9人出席しましたが、大変良い企画だとお客

さんからも会員の皆さんからも好評でした、国際

青少年交換委員の方有難うございました0

3．9月6日（木）田川地区の高等学校、中学校英語

弁論大会に出席して祝辞を述べ、賞状、優勝カッ

プの授与をしてきました。福栄とか藤島の中学校

からも参加していたようですが、中学校からの参

加者が少なくなったと言っておられました。会員

の皆さんのお知り合いに、来年あたりから出場す

るよう奨めて下さるようお願いします。

4．次の例会までの行事

（1）ロータリー関係行事

かねてからど連絡しましたように今日4時か

ら住よしで第2回クラブ協議会がありますので

よろしくお願いします。

（2）一般行事

今日は二百十日です。いつも思うのですが庄

内は自然災の少ないところで、幸いです。

新潟沖地震もちょっと古い話になってしまいま

した。

13日（木）は世界の法の日、15日（二Dは敬老の日

（垂つ　迎田　稔君
1．ロータリーカレンダー壁掛用、卓上用の御案内

事務局まで。

2．認証状伝達式　大阪大手前RC

回覧

台中港、東京、鶴岡西、鹿児島西、立川、RC、

会報　　立川RC．活動計画

（二亘至二重二重互〕　川村徳男君
鈴木君は現在ダイエー鶴岡店々長として第一線に

活躍している38才の若手ファイトマンであります。

鶴岡に来てからすでに2年余りになりますが、東京、

仙台などこれまで10回位転勤人生を経験しておりま

す。マイホームは市内道田町にあり、昭和44年に東

京にて結ばれた恵子様と一粒種の賢輔君（小学校3

年）と三人家族です。

日本大学卒業、大学時代山岳部、登山、スキーは

ベテランです。ゴルフはビギナークラスです。先日

J．C主催の麻雀大会では準

優勝されたとの専らの噂さ

ですのでと用心、ご用Ib。

こ　挨　拶

鈴木正昭君

只今紹介された鈴木です。

この度皆さんの仲間に入れ

てもらい大変うれしい。皆

さんについていきますのでよろしくお願い申し上げ

（二夏雲夏聖霊D有志本間俊郎君
民間サイドで有志6人で祝う会を作り胸を張って

ヽ＿／



歩こうと私の教え子達が協力さオ鳩0周年シンボルマ
ークを入れたネクタイを作りましたので10月1日の

祝う会にはネクタイをしめ参加しましょう。1本

2，000円でおわけしておりますのでよろしく願います。

⊂を‾7．才．‾垂つ

若生恒吉君　福島県飯坂でローターアクト11

回年次大会に出席レセプション

の審査をしたので

三井　　健君　　9日の家族親睦会盛会裡に終了

⊂∈亘互≡⊃
温海R．C．　　渡部晃雄君

余目R．C．　　佐藤孝治郎君

鶴岡西R．C．　帯谷義雄君．井上　　彬君
〃　　　　八幡慶二君

⊂要員会報草」
0青少年奉仕委員会

教育110番（聡123・9110）

運営委員・カウンセラー名簿

米運営委員

川　村　徳　男（会　長）

山　口　篤之助（副会長）

佐　藤　噸　治（会長エレクト）

米招暗カウンセラー（敬称略・順不同）

佐　藤　　　忠（理　事）

新　穂　光一郎（理　事）

内　山　喜　一（直前会長）

迎　田　　　稔（幹　事）

渡　部　利　夫（会　計）

石　黒　慶之助（バストガバナー）

秋　野　　忠（副幹事）

松　田

藤　川

吉　野

米事　務
藤　川

工　藤

佐々木

若　生

佐　藤

今　村

郎（副幹事エレクト）

胤（理　事）

薫（理　事）

胤（青少年奉仕委員会委員長）

道（青少年委員長）

彦（インターアクト委員長）

吉（ローターアクト委員長）

明（S・A・A）

哲（ロータリー情報）

塚　原　初　男（国際親睦）

佐　藤　陸　男（プログラム）

小　松　三　男（ローターアクト）

米ロータリアンカウンセラー

菅　原　辰　吉・染

市　川　輝　雄・庄

津　田　晋　介・塚

佐　藤　元　伸・小

高　橋　良　治・中

太　田　　　貢 �朝一小校長 �千石町4－28 �22－3075 

吉　住　三　郎 �羽黒二小校長 �みどり町32－44 �22－8041 

小　松　佳　雄 �鶴岡市教育委員長 �上畑町9－14 �22－7282 

金　内　幸四郎 �鶴二中校長 �みどり町1－19 �24－6787 

金　内　重治郎 �元中学校長 �家中新町4－12 �22－8208 

佐々木　茂　吉 �明倫幼稚園長 �家中新町6－9 �22－6613 

中　里　亮　子 �庄内教育事務所 �宝町2－64 �22－7767 

中　西　達　雄 �鶴岡市教委学校課長 �三光町19 �24－2922 

結　城　清　書 �鶴岡高専教授 �谷定楯ノ前 �2■2－3030 

生　田　謹　書 �朝三」＼校長 �陽光町14－29 �22－4378 

佐　藤　善　一 �鶴南高校長 �錦町6－58 �22－1251 

岡　崎　克　次 �鶴三中校長 �本町二丁目4－21 �22－5645 

天　野　俊　秀 �いなほ作業所長 �文園町1－8 �24－0719 

士
享
　
局
享
弘
∵
盃
恒
英

檀

男

男

治

和

嘉
初
繁
敏

野

司

原

池

田



佐　藤　とも子 �前婦人補導官 �みどり町2－16 �23【2130 

石　川　　　実 �社数理事 �泉町5－70 �22－2981 

富　樫　茂　八 �鶴岡市教育長 �新形町15－36 �22－7765 

中　沢　　　潔 �青年会議所理事長 �上畑町1－12 �22－8462 

村　井　勢　一 �青年会議所専務理事 �新海町24－8 �22－1573 

加　藤　有　倫 �鶴岡市教育委員 �大叫三丁目32－25 �33－3200 

御　橋　義　諦 �酒工高校長 �本町二丁目7－30 �24－7358 

高　橋　喜久男 �ローターアクト委員長 �若葉町5－24　若葉寮 �25－1663陣 

佐　藤　　　仁 �市教委生徒指導 � � 

（今週の担当者　斎　藤　昭）

ロータリー用語便覧（6）

拡　大　補　佐
特別代表が単独でそ

の割当てられた地域

にロー∵グリー・クラブが設立できない

と思われたり、ガバナー自身必要な援

助ができない場合には、特別代表の近

くに住むロータリアンでクラブ設立の経験者が、ガ

バナーからの指名をうけて特別代表を援助する。こ

れを拡大補佐というが、事情によっては自らクラブ

設立に当ることも認められる。

管葦聖上の集団
国際ロータリー細則11条において、

理事会はガバナーに対して、その

地区運営上必要な委員会、顧問または他の助言者の

ような運営機関をおく権限を与えることができると

定められている。また理事会は、必要に応じて2つ

またはそれ以上の、地理的に接近した地区から成る

区域の中にあるクラブを、地区ガバナーの監督のほ

かに更に別な方法によって、これを二重に監督する

ことも許されている。ただし、この方法をとる場合

には、理事会はそのような監督をするために適切と

思われる手続き規定をつくり、まずその区域内のク

ラブの承認を得たのち、国際大会の承認を得る必要

がある。

他のクラブへの　メーク・アップのためとか、その
訪問　　　　　他の事情で、全く顔みしりのない

他のロータリー・クラブを訪問したときには、ロー

タリー徽章で身分を示すことができるが、正しくは、

最も新しいロータリー会員カードを提示して、自己

紹介することが望ましいものとされる。

→出席、メーク・アップ

い　　　　　　　　」　「．川
1枠．，ノ　　；　r　　∫■圭

．　　」　■lL・JrlJ【1．JL耕J物が鋸

団　体　行　動
クラブとして、または国際ロータ

リーとして活動するなど、ローダ

リーが団体として行なう行動。ロータリーで社会奉

仕というのは、ロータリアン各自がその個人生活に

おいて常に奉仕の理想の実現につとめることで、決

議はそれについての根本方針を示したものであるが、

決してロータリー・クラブの団体行動を禁じてはい

ない。ロータリー奉仕の主体はロータリアン個人で

あるとしながらも、クラブの団体行動が、個人会員

の奉仕意欲を刺激する効果を認めている。そのため

にもクラブが団体として、その会員全部の協同を必

要となる何等かの活動を持つことを示唆している。

規定審議会
国際ロータリーの立法機関で、3

年ごとに理事会の定めるところに

より、国際大会の前に、その開催地かその附近で開

かれる。審議会は、約400名の各地区クラブ代表を

もって構成され、提出された立法案件のすべてにつ

いて審議し、その決定はすべて国際大会の決定とし

て効力をもつことになる。ただし、その決定は出席

規定審議会代議員の投ずる有効投票の過半数の賛成

票によって採択されるが、その決定に不服のあるク

ラブが全クラブ投票枚数の10％に達するときは、審

議会の決定は保留となり、改めて次の大会に付議し

て、最終決定することになる。また、各クラブがこ

の規定審議会に立法案を提出しようとする場合には、

まずクラブ例会で理事会からクラブに案件を出し、

それがクラブで採択される必要がある。採択された

案件は、クラブ会長・幹事長の署名した書簡を添え

て国際ロータリー事務総長に送付しなければならな

い。この場合にも、立法案を提出するに至った理由

書を添付することが望ましいとされている。

■　・　一　　　一　　　・・　■

r　日工うう　二三　7　711

7り■l車上曜日　　仁伎1二　川＼1し
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≡蜃亘画匿≡頭重担

一　　　　一一　　一日

州綿徳男ギ凍遮周．聴パ‾　こ＿幽国策還適い翫一＝＿催敢　患ノ≡如き

示撃室套撃
一新穂光＝齢　嬢－▼

⑦　真実かどうか？

0　みんなに公平か？

四　つ　の　テ　スト

（∋　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

職業奉仕

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

自ら誠実、正直、善意の手本を示しているか

四つの反省

3．競争者に対して：

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

いつも支払をよくしているか

（二丈）（：X⊃0〇0〇∞∞COO〇〇〇0〇000〇〇〇〇DO〇0〇0：XX）0〇（ズ：）0〇0〇00000〇∞○○00000〇（：に）∞00（XつくX）（X）（X）∞000000000〇〇〇（X）∞CO（：X）0〇00000〇（：X）（：X⊃0〇0〇〇〇

（会長報告）
川村徳男君

1．先週の火曜日に行ないましたクラブ協議会につ

いて報告します。

担当理事から総括して活動の報告、これからの

活動のスケジュールの説明、特定委員長から補充

的な説明があって、貴重な質疑・意見がかわされ、

大へん活気のある会議でした。そのうち2．3を申

し上げますと、

出席の補填について、余り知られていないよう

だが、ロー∵ダーアクト・クラブの例会でメークす

ることができるが、これをもっと奨励すべきだと

いう意見。インターアクトの育成強化、更には新

設の問題、或はこれらに要する予算など、熱心な

討議がなされました。また、アメリカからの交換

学生は派遣先の地域にランクづけがあって日本は

割と高いランクにあるらしい。それだけに受入れ

は慎重に構えるべきだ、などでした。

2．本日午前11時半から教育110番の開所式を行な

いました。最初は電報電話局長さんとの装置の受

渡式を極めて内々でやるようなことで考えたので

すか、切角の機会を大いにP・Rしてゆこうという

ことになり、各新聞・テレビの方にも連絡し、に

わかでしたが運営委員やカウンセラーの方にも出

席をお願いして開所式という形をとり、市の富樫

教育長さんの祝辞を頂きました。何分、地域の内

外から大へんな期待を寄せられ、注目をあびてい

ることですので何としても成功させなければなり

ません。会員の皆様にも口こみによるP・Rその他

ど協力を心からお願い申し上げます。

3．カンiナーの公式訪問のスケジュールがまいりま

した。予定どおり10月23日（火）ですが、11時から



12時まで会長・幹事懇談会、12時半から13時半ま

で例会訪問、14時から16時までクラブ協議会とな

っております。なお、奥様ど同伴でおいでになる

模様です。

4．先週から入会されました鈴木正昭さんの所属委

員会をS．AAとします。

5．森田清治さんが半月ほど前から精密検査で休ん

でおられ、現在荘内病院に入院しておられるそう

で、口頭で賜暇願の申出がありました。細則によ

れば書面で、ということになっていますが、ど本

人が入院中でもありますのでそのまま承認し、今

日お見舞勇々参りまして事後になりますが書面を

頂きますのでど諒承下さい。

6．台中港区RCの童永樟会長から手紙が参りまし

て、直前会長貰財さんの友人の息子さんが日本に

留学中で岐阜県に居るようですが、当クラブを通

じて米山奨学金の申請を推薦して欲しいという依

頼でした。石黒PGが米山奨学会審査委員会の重

要ポストに居られるということで、ぜひ助力をお

願いするということですので、高橋委員長の方で

ど検討の上よろしくお願いします。

7．鶴岡市社会福祉協議会の主催で毎年3月に、福

祉のつどい、を実施しているようですが、今年は

市制施行60周年記念の参加事業として11月4日、

文化会館で、従来よりも大がかりにやりたいとい

うことで、当クラブも実行委員に加わって欲しい

という依頼があり、9月13日の第1回実行委員会

に出席してきました。参加団体が住民自治組織25

団体、障害者団体13団体、ボランティア団体16、

施設・作業所・学校など14、それに各ロータリー

クラブ、ライオンズクラブ、青年会議所など、奉

仕・福祉関係の各種団体21など合計90団体をお願

いしている状況でした。実際の計画・活動は、こ

の中から選ばれた30名の事務局が当ることになる

ようです。

8．次の例会までの行事

（1）ロータリー関係行事

明後20日は教育110番の第1日です。多くの

相談があって、相談者に問題解決への手がかり

や、何等かの光を与えられることを祈るばかり

です。

（2）一般の行事

20日は彼岸の入り、航空の目で、動物愛護週

間に入ります。

23日の日曜日は彼岸の中日、秋分の日で、24

日の月曜日は振替休日になります。また、結核

予防週間に入ります。今では結核は死ななくと

もよい病気になりましたが、昔は恐ろしい不治

の病で、私の子供の頃は、肺病たかりという言

葉もあって、その家の前は避けて遠まわりをし

たり、鼻や口を押えて走って通たものでした。

実は私も肺結核で33才と42才のときに約1年ず

つ入院しましたが、今でも疲労と栄養には気を

〔垂：亘二転妻つ　迎田稔君
1．全世界公式名簿の申込みについて希望者は事務

局へ。

2．アジア地区大会の開催。11／13マニラ。親善ゴ

ルフ大会の案内。

3．酒田RC25周年式典

9月26日、PM6時、場所　酒田ホテルリッチ。

参加者のとりまとめをしています。いずれも事務

局まで。

⊂至頭互∈∃⊃

世界理解週間にちなんで

大きい題名なのでとまど

っています。国際奉仕の目

的は、奉仕の理想に結ばれ

新　穂　光一郎君

た、実業人と寺岡職業人の世界的親交によって国際

間の理解と親善と平和を推進することだと思います。

特に平和ということはむずかしいことだと思います。



とかくこの間題は総論ばかりだと内容が薄くなり

ますので青少年交換についてお話しをしてみます。

私が知っている範囲ですが、地域内の交換学生は、

アメリカは派遣が6名、受入れが5名、オーストラ

リアは派遣が1名、受入れが5名です。来年度は2

”3人で、オーストラリアからは2名しかいないよ

うです。フイリッピンは、クラブ対クラブでやって

いるようです。受入れる場合はどんな書類が必要か

といいますと、申請書、保証書、学割証明、案内書、

身元引受書、入学許可書をそろえて、アメリカなり

オーストラリアに送るのです。アメリカの受入れ地

区は、715地区（ニューヨーク）、795（マサチュ

ーセッツ）、795（ロードアイランド）、743（ペ

ンシルバニア）このへんが受入れ先です。ニュージ

ャー州は受入れるのに困難だそうです。オーストラ

リアの受入れ地区は、967（ニューサウンズウェノ巧、

978（ビクトリア州）、982（ビクトリア州）があ

ります。今、大変ありがたいといえばよいか、福島

県のクラブの5つのクラブからオーストラリアから

受入れたいという希望があります。現在は2人しか

いません。それは、須賀川、猪苗代があります。そ

の他に福島東、飯坂、船引があります。山形県から

は申し込みが1つもないのは残念に思います。交換

委員は福島2人、山形4人ということはどう考えて

よいか迷っています。派遣する側からいうと、アメ

リカの〆切は毎年2月までです。出発はその年の8

月。オーストラリアは今月末で、出発は来年の3月

です。交換学生になりたいとなれば申し込んでほし

いし、選考会もやりたいと思います。資格がないと

いわれたことはないが、手続きなどは早くやりたい

し、語学力が大切だと思います。派遣するにも須賀

川や猪苗代ロータリークラブなどは、大変気をつか

っています。派遣すればよいというのではなく、よ

く事情を知っているクラブに特別に教えてやってい

るようです。又、相手側の事情もよく知って受入れ

をすることも大切だと思います。今後共いろいろ青

少年交換に関して御関心をもっていただきたいと思

います。

よろしくお願いいたします。

（親睦活動委員会）
嶺岸光亭君

来る10月3日、クラブの磯釣り大会開催。午前7時

30分商工会議所前出発。庄内浜で1日釣りを楽しみ

ながら会員の親睦を深めたいと思います。午後6時

より審査し、終了後懇親会。盛沢山の賞品がありま

す。会員各位多数のご参加をど期待致します。

〔ユ＿三二±」ら

藤川享胤君　教育110番の開所式を無事終る

ことができました

秋　野　忠君　突然の幹事役を引受けましたた

めに、例会の回数をはじめは言

うのを忘れまして

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C．　鈴木昭吾君・菅原幸雄君

野　口　弥君

1984．9．
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於．富士印刷事務室

阿蘇：お忙しいところどうも。

嶺岸さん：まあ、俺との場合はや

はり釣りについてお話しをするこ

とかな。

阿蘇：そうですね。釣りの経歴は何年位ですか。

嶺岸さん：小学校の5．6年生の頃からかな。今の内

川からエビをとり、朝早く鉄道線路づたいに歩いて

加茂まで釣りに出かけたものです。

阿蘇：大変だったのですね。今もって後悔している

とか、いやだったという思い出はないですか。

嶺岸さん：ありますよ、今でも行こうとは思っても

いませんよ。それは、1人で汽車に乗って勝木のビ

シャモンというところです。その岩には、大人が数

人釣りをやっているんで渡ろうとしたが、手が短か

い、足が短かいで渡ることがどうしても出来ない。

時間をかけてどうやら渡ってはみたが、帰りが心配

で釣りも出来ない。竿を仕立て、やってみたが、結

構釣れるんです。その場所には、俺1人しかいない

一
歳
∴
刷
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んです。後で聞いた話しです

が、俺の釣った場所で、前日

鶴岡駅員が波からさらわれて

死んだところだと聞かされ、

手　今でも二度と行かなくてもよ

いところだ。

阿蘇：そんな思い出があるんですか。よかったとい

うことはありませんか。

嶺岸さん：ある、ある。誰も本気はしないだろう。

雪をシャプロでのけながら、畑から魚をつかまえた

ことかな。それは寒中ですから大変なもんですよ。

汽車寵で1杯ですからなあ－。

阿蘇：海ではどうですか。

嶺岸さん：黒鯛・赤鯛も随分釣りましたが、長いも

のでは3尺4寸もありましたかな。それは、タチウ

オというもので、歯はノコギリのような、胴体は銀

色、魚の身は青色でそのひきは、スズキ並みでした

よ。

阿蘇：色々面白いことがありましたね。釣りとの縁

が切れませんね。

嶺岸さん：いや、生涯釣りを楽しむつもりだ。1月

・2月・3月は赤川でのノ、ヤ釣り。4月・5月には

フナ釣り。6月・7月にはアイナメ釣り、キス釣り。

7月15日からはアユの解禁。9月・10月・11月には

磯釣りで俺には1年中魚釣りが出来ますからなあ一、

庄内はよいところですよ。

阿蘇：趣味をもたれることは健康にもつながります

し、第一に若さを保つ秘訣な

んでしょうね。嶺岸さんは、

ウサギ生れだそうですね。い

つまでも飛んで頑張って下さ

い。いろいろ有難うございま

した。

（今週の担当者　阿蘇司朗）

ロータリー用語便覧（7）

細　　　　　則
クラブ細則とRl細

則とがある。前者は、

クラブの決議によってそのまま採用し

たり、またRL定款・定款に矛循しな

い限り、それを修正して採用したり、採用後改正し

たりできる。しかしR．Ⅰ．細則は、クラブの定款同様、

その制定・改廃には、国際大会の一部として開かれ

る規定審議会の承認が必要とされている。

R．Ⅰ．細則は、1910年の大会で制定され、その後も

逐次国際大会（1970年度以降は規定審議会）で改正

・修正がされている。改正するための修正案と事務

総長まで提出する期限は、ロー∵グリー年度の8月1

日までとされている。事務総長は受取った議案の写

しをロークリ【年度の11月1日までに各クラブ幹事

宛郵送し、提出された修正案はすべて直接規定審議

会の審議にかけられる。各クラブには、その決議に

よって改正案を提出する権利がある。

職業関係協議会
R．Ⅰ．理事会は、R．Ⅰ．地区内および

地区間の職業関係協議会を開くよ

うにすすめている。国際大会で開かれる職業別協議

会もその一種である。

職　業　分　類
他の職業とはっきり区別できる職

業活動を説明するロータリー用語。

正会員が関係している商社・会社または公団の「主

要で、一般に認められた職業」を、最も正確に説明

するものとされている。ロータリーでは、その会員

資格が職業分類の原則のもとに生ずるものなので、

最も重要な事項になっている。国際ロータリー定款

第4粂第3節のクラブ構成に関する規定の中に、

「会員はクラブの区域内において、クラブで分類さ

れているそれぞれの職業に従事し、かつその職場が

そこにあるべきこと」が記されている。したがって

各ロ「グリー・クラブでは、その職業委員会を通じ

てその地域社会、すなわちクラブ区域内の職業分類

を調査し、充填・未充填職業分類のリストを作成し、

末充填分類に対しては候補者推薦を行なう。また必

要な場合には、そのクラブにおいて代表されている

現存職業分類の再検討も行ない、クラブの職業分類

がつねにその区域の正確な職業の断面を示すもので

あることが要求される。→一業種一員制
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⑦　真実かどうか？

○　みんなに公平か？

四　つ　の　テ　スト

㊦　好意と友情を深めるか？

○　みんなのためになるかどうか？

職業奉仕

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

常に正直と親切とを旨としているか

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

自ら誠実、正直、善意の手本を示しているか

四つの反省

3．競争者に対して：

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

いつも支払をよくしているか
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（＿阜＿旦＿垂j⊃
川　村徳男君

1．先週の20日に教育110番がスタートしましたが、

当番にあたられたカウンセラーの先生方や運営委

員の方、特に企画、準備と当日の接待に当られた

事務局の方々、大へんど苦労さまでした。電報電

話局の方も殆んどつきっきりでお世話いただきま

したし、商工会議所、報道機関のど好意にも深く

感謝申し上げます。詳細は藤川事務局長さんから

後ほど報告していただきます。

2．鶴岡市と鹿児島市との兄弟都市盟約15周年式典

が11月7日伽に鹿児島市で行なわれるというこ

とで、その訪問について、20日市役所で説明があ

りました。日程は11月6日から11月8日の3日間

で往復とも羽田・鹿児島間を飛行機利用になりま

す。参加される方を募っておりますが、申込みは

今月劫日までということですので、頑望の方は山

下さんまでど連絡下さい。

3．先週の例会終了後、山口副会長と一緒に森田さ

んをお見舞いしてきました。恰度、検査から戻っ

てきたところで苦痛のようでしたので長居をしな

いで帰ってきましたが、精神的なショックが大き

いように見うけられました。早く良くなられ、例

会に顔を見せられることを祈ります。

4．同じく先週の例会後、山口副会長・加藤SAA

委員長と3人でエルサンの社長、板前さんと会っ

て食事について話合いをしました。

5．次の例会までの行事

（1）ロータリー関係行事

明、訪日は酒田RCの25周年記念式典があり、

当クラブから私と数名の方が出席する予定です。

（2）一般行事



明、26日は彼岸明けです。暑さ寒さも彼岸ま

で、とは大へん顕じみ深い言葉ですが、衣食住

は季節感の薄れた近頃では、私どもに季節を感

じさせる数少ないものになってきました。

10月1日は鶴岡市の市制60周年記念式典が午

前10時から文化会館で行なわれ、これに出席い

たします。

また、10月1日は法の日で、労働衛生週間が

始まります。

（会員スピーチ）

企　　業

新入会員のスピーチと云

う事で、4つの課題をいた

だきまして、さてボランテ

ィア活動と考えてみまして

も、特別これと思い出せる

活動はしておりません。私

はボランティア活動と云う

物は特別な行動でなく、自

然な行いが自分の為、ひいては人の為になる行動と

思っていますから、そんな事で企業の紹介をさせて

いただきます。皆様はダイエーは、小売業と思われ

ている方がほとんどと思います。実はレジャーラン

ド、牛乳会社、旅行社、運送業、警備会社等30社が

小売業とは別にございます。又、ダイエーの鶴岡店

と同じ様な店舗が170店、その他にステーキハウス、

ラーメン屋、ドーナツ屋、アイスクリーム屋、紳士

服、きもの屋、写真屋などの関連会社が60社、約700

店舗ほどあります。私は入社して10回位勤務をして

おります。前任は青果の仕入部門を担当しておりま

したが、ある日鶴岡店の店長をやれと言われました

様に、次はラーメン屋やいざか屋のおやじになって

皆様とお会いするかもしれません。そんな恐い会社

でございます。2月の連絡決算で大巾な赤字会社と

なっておりますが、原因はこの様に沢山ある、関連

会社との連絡決算が大きな赤字につながった様です。

そんな事で、ちょうどリクルートのシ仁一ズンですか

（幹事報旦⊃
迎　田　稔君

（1）ガバナー・ノミニー事務所開設の案内

福島県原町市本町3－8

恥10244－24－2050

ガバナー・ノミニー　松平輝彦氏

（2）インターアクト地区協議会の開催について

10月18日（金）－19日（二D

上山市　長谷旅館

の　　紹　　介

鈴　木　正　昭君

ら、学生間での人気は今一歩の様です。しかしなが

ら400人近い学生が入社に集まって来ています。そ

のほとんどが、三越、西武、伊勢丹といった、百貨

店（デパート）とのかけ持ちになっております。百貨

店とチェーンストアとはまったく異なった業種に如

何かと私は思ってしまうのですが、本質的に理解し

ていないのが根本の所です。皆様もほとんどの方が

違いは解らないと思います。今日ここに来る前に社

員に聞いてみた所、「名前が違う」が多数でしたか

ら、違いを一言で云うならば、チェーンストアは物

売り業で、デパートは場所貸し業であると云えます。

デパートは売場を細かく分けて、それぞれを専開店

に貸しているわけです。魚は何々鮮魚店、野菜は何

々青果店の様にすべての部門がこの様な形になって

います。チェーンストアは逆にすべての部門が自前

でやっているわけですから、性格はまるで異なるわ

けです。近年のお客様は店の性格で買い物をされる

方が多くなって来ておりますので、店の個性が要求

されて来ます。デパートは別々の専開店が多数集ま

って一つの店を作っているわけですから、中々むず

かしい。逆にチェーンストアは直営でやっています

から個性作りが比較的楽に出来ます。デパートの不

振とチェーンストアの近年の伸びはこんな所が大き

な原因ではないでしょうか。

鶴岡店に話は移りますが、200名の従業員が働い

ておりますが170名は地元の人達です。しかしダイ



エーは、よそ物視されがちです。これも管理職の地

元に対する姿勢ではないかと大いに反省しておりま

す。今回この様に地元の皆様の前でお話しが出来、

又、過一回お話しが聞けることは、私にとって非常

に有難い事であり、すぼらしい事だと感謝しており

ます。今後は地元の為にと力まず自然な型で努力を

していきたいと思っております。今後ともよろしく

お願い致します。

（ス　マ　イ空」

川村徳男君　　第一回の教育110番が好調な滑

り出しをしました

市川輝雄君　　教育110番でカメラフェイスが

良かったのか良く写り一宮した

菅原辰吉君　　教育110番でテレビに写りまし

た

佐藤元伸君　　下の息子が全国スイミング大会

の決勝で6位に入賞しました

塚原初男君　　次女が南高のコーラスクラブに

いますが、県の代表で東北大会

に出場する様になりました

山口篤之助君　　教育110番でかすかに写ったの

で

佐々木霊彦君　教育110番で後ろの頭が写った

だけですが

三　井　健君　　先週の月曜日、もう一人孫が生

れました

藤川享胤君　　教育110番で

〔特別ゲスト〕

ラリー・ディックス氏（米国人）

Mr Lawrence J．Diggs

ボランティア活動を目的

に、今までに世界40数ヶ国

を訪れ、そこで困っている

人々に手をさしのべて奉仕

されている国際活動家。今

回、日本には温泉利用と指

圧で病気を治療する技術を

会得する為に来日された。

し委員会報告）
第一回教育110番利用状況について

青少年奉仕委員会　藤川享胤君

（イ）日　時　　9月20日（木）10：00AMノ〉5：00PM

（ロ）相談件数　6件

地域内訳　山形市1件

新庄市2件

庄内地区3件

H　出席カウンセラー　　外部団体招聴　8名

ロータリアン13名

（こ）相談内容・子供と親の断絶の解消等

・子供の学校での問題

・進学問題　等

1件につき罰分～30分の相談時間を費やした。

卜GF．の委員会名簿についてのお願い

世界社会奉仕委員会　松田士鮮君

Ⅰ．Gf．の分科会が当口一グリー主催で11月10日

（土）に開催されます。

テーマ

第1分科会　「Ⅰ．Gf．を見直そう」

第2分科会　「小学生青少年交換の陸路は何か」

第3分科会　「ロータリーの魅力と会員増強との掛

かり合いは」

是非、皆様のど協力賜り度

1984′・・′1985年度

R．Ⅰ．253地区　山形県庄内分区

Ⅰ．GR委員会名簿

ホストクラブ会長　　　　　　川　村　徳　男

フォーラム委員長　　　　　　松　田　士　郎

フォーラム副委員長　　　　　君　生　恒　吉

フォーラム幹事　　　　　　　ィ、弛　繁　治

ソングリーダー　　　　　　　藤　川　享　胤

幽　フォーラムS・A・A

◎佐藤元伸・佐々木霊彦・手塚拓・秋野息

福島三郎。佐藤英明。飯野準治・匹田良平

佐藤昇・塚原初男・小松三雄・息鉢徹

鈴木正昭

艶記録委員会

◎阿蘇司朗・佐藤睦男・斎藤隆・高田耕助



中田敏和・工道弘道・加藤賢（カメラ担当）

鬼接待親睦委員会

◎三井健・布施隆夫・白坂久・松田貞夫

中江亮・丹下誠四郎・斎藤昭・吉野勲

鈴木茂男

睡＝総務会計委員会

◎渡部利夫・迎田稔・山下和子

◎　委員長

（ビ　ジ　タ三）
温海R£．　　本間儀左工門君

鶴岡西R．C．　羽根田正吉君

1984．9．27（木）

PJ几　2：30′・－3：30

於．三井商店事務室
“昔と今〝（三井賢二さん）

阿蘇：こんにちは。今日は三井さ

んの裏話をお聞きしに来ました。

昔のこと、今のことをお話し下さい。

三井さん：昔はいやなことがありましたが、今は全

く反対で可愛い孫と一緒に、遊園地に行ったり、妻

と共に時々散歩することがあるかな。

阿蘇：それはうらやましいですね。いやなこととは

何ですか。

三井さん：思い出したくないことですがね、私にと

っては戦争ですね。ロータリーのメンバーの中には

実戦を経験した方は少ないと思いますが。

阿蘇：そうですか。戦争についてはいろいろいやな

ことが多いですからね。それでどんなことですか。

三井さん：私はね、三回死んだんですよ。というよ

りは死ぬほどの体験をしたんですよ。－回目はね、

ビルマ戦線でね。十数台の戦車から囲まれ一勢集中

射撃をうけたときですね。二回目はね、飛行機から

爆弾を落されましてね。そのシ′ヨツクで飛ばされた

ことですね。第三回目はね、アメーバー赤痢にかか

ってね、一ケ月も下痢をしたときだね。

阿蘇：そんなことがあったんですか。運がよかった

んですね。耳すれすれに爆弾が飛んできたのによく

ね。

三井さん：私は運が特によいのですね。自分でもそ

う思いますよ。悪運強いというんですね。

阿蘇：三井さんはサル年のお生れだそうですね。そ

れですばやい身のこなしで弾丸をよけたのですね。

そのときだけですか。

三井さん：もう一度はね、二年ほど前に腸捻転で苦

しんだときのことですがね。日曜日でね、どこの医

者もおられず死ぬと思いましたよ。その時、いまは

亡き斎藤栄作先生が丁度おられまして早速来てくれ

ましてね。自分の運のよさということをこのときも

四回日という思い出でしたよ。そんな苦しみを重ね

て今の孫との遊びを思うと自分の運のよさをしみじ

みと思っていますね。

阿蘇：人生の中にはいろいろの人に出会って、自分

の運命も開けて行くのですね。ロータリーの中にあ

っての斎藤先生との出会いも大事な運命の一つです

ね。

三井さん：そうですね。ロータリーのお互いに助け

合う、力強い結びつきから来る友情ですね。有難い

と思っています。そしてね、年一回戦友達が集う会

があるんですがね。毎年この日が来ると必ず出席し

ていますが、その日になると自分の生きていること

に感謝する日と思っています。

阿蘇：いろいろ、大事なことをお聞きして有難とう

ございました。美しいお話しでした。本当に有難と

うございました。

（今週の担当者　手　塚　拓）

ノ．　　　　ヤ‘∴いて・」　州＝う］一　日　　牛し】」廿粧汀」∴　rr　二㌦出直

†．　JJlH」　　困硝l二、1ノく1トぎjJ FLL．．，りごう「・2　7711

、J l J∫rl・拍克緯　∴用H一　　　　例＼LJ　リいl右左曜日　′　伎　H　ミ1－111）

凝
髄



四　つ　の　テ　スト

○　好意と友情を深めるか？

○　みんなのためになるかどうか？

㊤　真実かどうか？

○　みんなに公平か？

職業奉仕

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員っているか　e

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

自ら誠実、正直、善意の手本を示しているか

四つの反省

3．競争者に対して：

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示

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

いつも支払をよくしているか

0〇0〇∞∞（刀0〇0〇〇〇〔D（刀（力∝）（カ（刀0〇∝〉CO∝川）〇0〇∝〉0〇∞0〇〇〇∝）（刀0〇∝〉（刀∝〉0〇〇〇CO（刀0⊃（00〇∝■∞∞∞0〇0〇0〇∝〉（カ0〇∝）0〇〇〇0つ∝）000000∝〉

（二享二二亘：享亡妻⊃ 佐藤順治君

1．山形県英語教育研究会田川支部長

佐藤多市さんよりの礼状（英語弁論大会に対して）

鶴岡ロ▼グリークラブ会長

川　村　徳　男殿

初秋の候　貴殿にはますますご清栄のことと

お慶び申し上げます。

田川地区中学校。高等学校英語弁論大会開催

に当たりましては、貴クラブより優勝杯。賞状

をはじめ、格別のど後援をいただきありがとう

ございました。お蔭様にて本大会は盛会裡に終

了し、その成果を挙げることができました。

御協力に対し、重ねて御礼を申し上げますとと

もに、今後ともよろしく御鞭趣の程お願い申し

上げます。

昭和59年9月22日

山形県英語教育研究会田川支部

支部長　佐　藤　多　市

2．酒田RC．25周年記念式典に参加して

去る9月26日、午後6時より酒田R．C．創立茄周

年記念式典が酒田市のホテルリッチで開かれまし

た。

当クラブからは川村会長さん、佐藤忠さん、内

山さん、山口さんと私の5名が出席しました。集

った人数は約100名位かと思われます。来賓とし

て相烏酒田市長、前田酒田商工会議所会頭等がお

出になっておりました。

初めに伴会長が25年間の歴史を紹介した相馬市

長等の祝辞がありました。引続き第21代から第25



代までの会長・幹事への感謝状の贈呈がありまし

た。式終了後、懇親会に入り8時30分終了致しま

（幹　事報告）

0回　覧

余目RC年次活動計画書

⊂転送＿三∃⊃

迎　田　稔君

0認証状伝達式のご案内

・東京城南R．C，

・矢吹RC．

253地区　福島

○米山奨学会資料

事務局

米　山　月　間　に　つ　い　て

1）その歴史

米山奨学会は1953年（昭

和28年）東京R．C．が、創立

者である米山梅吉氏の功績

を記念して創立した米山基

金に端を発しておりますが、

東京RC．では会員及びその

関係事業所から募金いたし

ました260万円で、海外から大学院課程の学生の2

名を招へいし、2年間奨学金を支給し勉学の道を講

ずる事によって国際理解を促進しようという目的で

発促いたしました。この我国独自の民間奨学金制度

は丁度、1947年、ロータリー財団がロータリーの創

始者ポール・ハリスを記念して開始した奨学事業に

刺戟され、それをM∝libyL計画されたものであり

ます。東京RC．でのこの成功から米山基金を拡大し

米山奨学会として全国ロータリークラブの支持する

事業に発展させることとなり1956年（昭和31年）

10月に第60地区及び第62地区年次大会において米

山基金を継承して、地区内クラブの共同事業とする

様に決議されたのであります。かくして「月に煙草

1箱を節約して」を合言葉として、会員1名当たり

月額50円（年額600円）の寄附が勧誘され、次第に

参加クラブの協力が活発になったので御座居ます。

米山奨学委員会による奨学金の支給は1958年（昭和

33年から始まり、最初の学生は、全国19の大学に呼

びかけて13名の留学生の推薦を受け、その内8名を

採用いたしましたが、その全員が母国を異とすると

いう国際的豊かな選考で、又、京大、九大の在学生

も含まれたことは、この奨学事業が名実共に国際化、

全国化の歩みをふみ出したことになったので御座居

ます。

再来、国内Rt：．の驚異的な発展に支えられ、この

国際奨学事業は年々発展をつづけて1967年（昭和42

年）かねてから懸案の財団法人ロータリー米山記念

奨学会（基本財産3，000万円）が設立されたのであ

ります。

（目的及び事業）

主としてアジアのR．C．の所在する国、地域から勉

学又は研究のため来日し、わが国正規の学校及び研

究所に在籍する外国人に対し、

∈）奨学金の支給

④　奨学生に対するカウンセリング

④　医療費の補助、学会出席の旅費支給

以上によりましてロータリーの理想となる国際理

解に親善に寄与することを事業目的としております。

世話クラブ及びカウンセラー制度

米山奨学事業の最も特徴とするところは単に奨学

金を支給するだけでなく、学生1人1人に世話クラ

ブとカウンセラーを決めて、留学生の相談相手にな

ってもらい、物心両面の奉仕をすることであります。

従いまして、米山奨学生は地域社会の指導的立場に

あるロータリアンと直接対話が出来るという所に大

きな意義が御座居ます。



課種別奨学金制度

1）YD奨学金

月額10万円

2）YM奨学金

月額10万円

3）YU奨学金

月額9万円

4）YDR奨学金

月額10万円

5）YR奨学金

【芸芸芸昌警3諾芸4月よ。】

医・歯学部大学博士課程に進

学するもの

大学院博士課程に進学するも

の

学部（医・歯学部専間課程を

含む）に進学するもの

博士課程を終了し、引続き博

士号（Degree）を取得するた

め在籍するもの

大学院研究生

月額9万円

6）CY奨学金制度（クラブ米山奨学生）

世話クラブが、米山奨学生を奨学期間終了後も

引き続いて世話をしたい、即ち期間をextention

Lたいと強く希望する場合、クラブ米山奨学生と

して採用し、クラブと米山奨学会との折半負担で

奨学金を支給する制度であります。

7）DisY奨学金制度（地区米山奨学生）

従来、米山奨学生になるためには、日米の大学

（学部3．4年、或いは大学院）に在籍しているこ

とが必要でありましたが、その在籍校が大学以外

の高等専門学校、短期大学にも新しい枠を開いて、

その募集から決定等で原則として地区独自の活動

と判断に委ねるのが地区米山奨学金で御座居ます。

寄附金の種類

1）普通寄附金

全ロータリークラブ会員からクラブ毎に会員1

人につき年額1，000円以上を寄附されております。

2）特別寄附金

個人として、又、クラブとして普通寄附金以外

に寄附されるもので額は決っておりません。この

特別寄附金はロータリアン、ロータリークラブ以

外の個人・法人・団体からも受けております。

表彰制度

個人、又はクラブの特別寄附に対して次のような

表彰制度があります。

1）準米山功労者

第1回分の寄附金として3万円以上納めると

30万円に達するまで引き続き寄附をする意志表

示をした場合であります。

2）米山協力者

個人の特別寄附の合計額が15万円に達したと

き「米山協力者」としてメダルが贈呈されます。

3）米山功労者

特別寄附の合計額が30万円に達したとき米山

功労者として地区大会で表彰されメダルが贈呈

されます。

4）米山功労クラブ

クラブの特別寄附合計額が100万円に達した

ときに地区大会で表彰されメダルが贈呈されま

す。

5）「1，000万達成クラブ」「2，000万達成クラ

ブ」普通寄附と特別寄附の合計額が1，000万、

又は2，000万に達した際に表彰状が贈呈されま

す。

以上を要約いたしますと、

米山奨学会の事業は主としてアジアのロータリー

クラブの所在する国から来日している私費留学生を

対象として奨学金を支給している我国ロータリー独

白のfoundationで御座居ます。

現在、日本における留学生の受入れは欧米に比較

して極めて貧弱でありますが、その原因の1つには

私費留学生に対する民間奨学制度の不備であろうか

と思います。こうした中で米山奨学会は、特にアジ

ア諸国の経済的に恵まれない国から来日している私

費留学生を対象としてその役割りが高く評価されて

おります。この制度は単に経済的援助のみならず、

カウンセラーをおき心の奉仕も同時に行ない物心両

面の援助が特徴で御座居ます。

留学生は学問的、技術的指導者の養成だけでなく、

国家の相互理解と文化交流のミッションとしての役

割りが極めて大きいのでありますが、21世紀を展望

する日米の留学生政策からも「層その拡大発展が大

きく期待されております。

何卒、米山奨学会への御理解と御協力をお願いす

る次第で御座居ます。



「森会員紹介‾）

山川久喜君

日本通運㈱鶴岡支店長

末広町12”16在住

（S3年3月生）

趣味　ゴルフ（ハンディ22）

⊂∈互：互二互二）
佐藤英明君　教育110番のTVに写って

鈴木正明君　奥様が市制60周年記念論文に入

選して

早坂徳治君　市制60周年記念功労者の受賞の

為

佐藤睦男君　　プログラム委員会よりのお詫び

として

会員誕生　秋野　忠君・

石川寿男君・

風間真一君・

斎藤　　隆君・

鈴木正昭君・

塚原初男君・

奥様誕生　　石井博子様・

佐藤登久子（昇）様

石井敬三君

川村徳男君

小林寿夫君

佐藤元伸君

富樫良古君

山口篤之助君

加藤典子桜

佐藤康江（元イ判様

鈴木須美子（弥一服様

玉城常盤様

手塚久子（拓）様

塚原玲子様・内山キ　ミ様

（：垂亘互車重⊃

○出席委員会
板垣俊次君

9月100％出席者　56名

秋野．阿蘇．張・藤川・福島・飯自・石井・石川

石黒．板垣（俊）．市川・飯野・川村・黒谷・小池

小松（広い小松（三）・風間・工藤・加藤（賢）・

塚原．三井（貿）．三井（健）・嶺岸・迎田・本山・

諸橋．松田（劇．松田（士卜中江・中野・中田・

斎藤（隆）．笹原．佐藤（思）・佐藤01炒・佐藤（衛）

佐藤（友）．佐藤（元）．新穂・菅原t鈴木（善）・

鈴木（弥）・佐藤（英）・佐々木・斎藤（昭）・白坂・

高橋．丹下．手塚（柵．富樫・内山・渡部・若生

山口．吉野

○情報委員会
石井敬三君

10／16（火）　新会員ファイヤーサイドミニテイン

グの開催

場　所　産業会館4階

時　間　　午後5：00～

登録料　　2，000円

○プログラム委員会（今月の日程）

佐藤睦男君

10／9　　　ゲストスピーカー

荘内証券　和島社長

10／16　　　職業奉仕委員会よりの提言

10／23　　　ガバナー公式訪問

10／30　　　米山奨学会について

石黒元ガバナ【

⊂亘三二章二≡⊃
立川RC．　滝　禅　源君

鶴岡西R£．児玉光弥君・八幡慶二君

菅原幸雄君・加藤有倫君

斎藤健治君

（今週の担当者　福島三郎）
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四　つ　の　テ　スト

①　好意と友情を深めるか？

○　みんなのためになるかどうか？

㊤　真実かどうか？

○　みんなに公平か？

職業奉仕

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

自ら誠実、正直、善意の手本を示しているか

四つの反省

3．競争者に対して：

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

いつも支払をよくしているか
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〔ゲストスピー≠⊃

ミ新　しい時代のト　レ　ンドモ

貴クラブには常々お世話

になって居ります。スピー

チの前に頭をクールにして

戴く為に茶の間の話題的な

を申し上げます。皆様の

半は経営者もしくは会社

酒田棄ロータリー創立
以来12代会長

酒田振興審議会会長

酒田法人会会長

荘内証券㈱社長

幹部の方が多い様に見受け

られますが、従業員1人1

人の1分間当りのコストを

考えた事があるかどうかと

いうのが設問であります。

1日8時間の労働時間とし

和　嶋　茂　男　氏

て年間、大よそ260日間が労働日数で時間になおす

と2，080時間、更に分になおすと約60倍の12万分に

なる訳で、年収120万円の人は1分間の労働時間は

10円、360万円の人は30円、600万円の人は50円、

分給100円の人は1，200万円の年収となる訳であり

ます。たまたま会社で見受けられますが、省エネ・

省資源と申し封筒の再利用をやらせてる光景に出会

いますが流通革命の現在、封筒のコストを考えるに

及べば会社の経費上、問題があるのではないか？

いくら新入社員といってもボーナス・給料を加味す

れば15円の新品封筒のコストを上まわる事は否めな

いが、精神面で現在欠如している節約心をもりたて



るには良いがコストという点ではやらない方が良い

のであります。次に人間に与えられた1年間の日数

は365日、1日24時間と言うものは変える事の出来

ない事実であります。そして1日に人間の実働出来

る時間を14時間と致しますと14×365で5，110時

間となります。仮りに5，000時間と致しますと、先

に述べましたが労働時間は約2，000時間で差引き

3，000時間という時間が自分自身で使える自由な時

間であるという事になりますがこれが大切な事にな

ります。此の様に労働以外に自分の3，000時間を1

年間どう過ごして居ったかがその人の人間としての

生き方が違ってくるんじゃないかと思うし、厳密で

なくともこういう時間の活用意識を持たせる事が大

切な事じゃないかと思われます。手元に配布してあ

ります資料は古いかも知れませんが、“第三の波”
“メガ寸レンド”をまとめてみましたがベストセラ

ーですでに御存知の事であろうと思いますが、時代

はもう非常に変わりつつあると言うのが実生活で体

験している事と思います。基本的な事を頭にキチン

と置いていなければトレンドに従って行動を示す事

が出来なくなると思われます。トフラーが言われま

す第一の波とは約10，000年前に人間が集団生活を始

めた事であり、1650年蒸気機関の発明によって興っ

た産業革命を第二の波の出発点とされるのでありま

す。波の課程は各国それぞれ事情も違い、アメリカ

に於いては1955～1965年に第二の波の頂点に達し、

我が国に於いてはニクソンショックの1971年に頂点

から下降に至っているのではと思われ、私なりに

1990年頃には第三の波の方向がわかるのではと想っ

ています。農業で始まった第一の波、蒸気で始まり

同一規格に依る大量生産、大量販売の第二の波も
“脱税柏化・協同化・フレックス化・分散化・適正

化・分権化”と広い観点から視て行かねばならない

第三の波の事と思います。私なりの考えを示せば、

これは真空管がトランジスターに変わり、労働力も

人間から機械（ロボット）へと変わっている昨今の

事情から1990年には第三の波の潮流の本質が見出さ

れるのではないかと私なりの持論を持っております。

御静聴ありがとうございます。

⊂盲長報㌻）J．．村徳男君

1．理事会の報告

（1）新会員の山川久喜君の所属をS．AA．に決定。

（2）教育110番の予算について項目ごとに見積り、

総額48．5万円で承認されました。まだ残り9ケ

月ありますが、有効に使って頂くようお願いし

ます。先回の相談から今日まで、留守番電話が

85件入っており、関心の深さが覗われます。

（3）台中港区R｛：．の会長から訪台についての返事

がまいりました。新暦の2月5日から2月24日

までは、向うの年末年始に当り、いろいろ行事

があるということで、この期間を避けることに

し、2月4日までに帰る予定でスケジュールを

組むよう、もう一度先方と連絡します。

2．ガバナー公式訪問の折のクラブ協議会では、活

動計画書を丸読みにするという説明の仕方は避け

て要領よく説明して下さい。説明は各特定委員長

からやって頂き、各部門ごとに理事から総括の説

明をして頂きます。委員長が出席できないときは、

代理の委員が必ず出席するよう願います。

3．3日の磯釣大会に参加の皆さん、ご苦労さまで

した。午後からは雨もあがったようですが、あの

強風化で、釣果はいまひとつというところでした

が、事故もなく結構でした。

4．地区の年次大会に行かれた方、大へんど苦労を

おかけし、まことに有難うございました。

カルロスRI．会長代理として韓国から来られた

朴博士は、終始日本語で、それも「流暢」といっ

ては余りにも単純すぎる表現になると思われる程、

品のよい美しい日本語で、加えて、ウイットに富

んだ、温い気持ちが伝わってくるようなお話振り

で、魅力に富んだ立派な方という強い印象を受け、

感銘深く拝聴してきました。

新しい試みとして行なわれたシ∵／ポジューム

「ロ【グリークイズ」には10の分区から、それぞ

れ会長又は幹事が3人ずつ出て解答者になったの

ですが、1位がいわき分区で、庄内分区は、私と

鶴岡西の阿部会長、酒田東の数馬会長が代表選手

となり、善戦及ばず9位に終りました。もし皆さ

んがやってみたいということでしたら問題を持っ

ていますので機会をみて、自己採点でやってみて

もよいと思います。

新P．比フェローは93名で、鶴岡クラブの藤川さ

んが代表で、来賓として来ておられた向笠元RI．

会長から表彰をいただきました。

大会は、一般公開された「民間活力と日本経済」



と題する慶応大学の加藤寛教授の記念講演を含め、

総体的に成功だったと思います。特に会場や宿舎

への異動が何度かありましたが雨が降らなかった

ことも幸いでした。

5．7日の日曜は、バー・モロゾフの開店20周年記

念ショーがG・エルサンで行なわれましたが、お

祝いに行ってまいりました。美しく着飾ったど婦

人が多く、華やかな中に、丹下さんのお人柄によ

るものと思いますが、モロゾフのフアンの和やか

な雰囲気が、私もうれしい気持ちにしてくれまし

た。一口に20年といいますが、新陳代謝のはげし

いこの業界で、大へん立派なことだと心から祝福

申し上げますとともに、今後」層の精進と繁栄を

お祈り申し上げます。

6．次の例会までの行事

（1）ロータリー関係の行事

今日、午後6時から山王プラザで、N．B席友

好協会の主催で、N．B席親善訪問団員の報告会

及び歓迎会があります。

（2）一般行事

明10日は体育の日です。また5月5日が眉と

日に似ているということで目の愛護デーになっ

ております。

12日は松尾芭蕉の亡くなった日、14日は明

治5年のこの目に新橋一横浜間に鉄道が開通し

たのを記念して設けられた鉄道記念日です。

（∃亡声報告つ
○回　覧

・会　報　　遊佐R．C．、東京R．C．。

・認証状伝達式の案内

・矢吹RC．、

・小林中央R．C．　宮城県小林市

・東京城南R．C．

0お願い

県立水族館建設運動・知事に葉書を出す呼び

かけ　　　　　委員会代表　佐藤竹之助

○お詫び　　会報委員会

〔ス　マ　イ　ノ√）

川　村　会　長　　ロータリークイズに出場させて

戴き、人間習練のトレーニング

の栄を受けたので

丹下誠四郎君　開店20周年の披露をつつがなく

終える事が出来ました。

鈴木茂男君　10月3日の磯釣り大会で優勝し

ました。

小松広穂君　磯釣り大会では3位だったんで

すが、蟹を釣るという珍しい経

験をしました。

（ビ　ジ　タ　ー⊃

鶴岡西R．C．　長野正彦君．大川俊一着

帯谷義雄君

1984．10．11（木）

PJ沌3：00′・・／3：40

於．石黒歯科医院

阿蘇：診療中のお忙しいところ申

しわけありません。少しのお時間

をよろしくお願いします。ロータ

リーの中には戦争の経験された方

は数多くはいないようですが。

石黒さん：いや私もね、これでも海軍大慰でしたよ。

終戦に近いころは広島にいましてね。

阿蘇：そうですか。運がよかったですね、内地にお

られて。

石黒さん：私はね、運といえはね、すごく今でも思

うのですが最高に運がよい男だと思っていますよ。

阿蘇：それは又どうしてですか。

石黒さん：ど存知のように広島に原爆が落ちました

ね。そこにちょっと前まで家族と共に住んでいたん

ですよ。

阿蘇：それが又どうしてそこを直前に出られたんで

すか。

石黒さん：いやね、親　　　　＼

父からね、お前だけな

らお国の為に死ぬとい　、

う覚悟はよいが、家族

をそのまきぞえにする

ことはいかん。すぐ鶴

岡に帰れ、という、特に厳しく、強く言われまして

ね。その一言で広島を原爆投下の直前に出たんです

よ。

阿蘇：まるでお父さんが原爆投下を知っていたよう

ですね。

巧碩∫lh



石黒さん：そうなんですよ。親の言うことを素直に

聞いたぽっかりに、今こうして生きていますし、昨

年は大変お世話になりましたが、ガバナーという大

役も無事やらせてもらいましたね、宿命なんでしょ

うね。

阿蘇：宿命？そうですよね、人間にはこの二文字

はありますね。ところでロータリーに入る前と入ら

れた後での変化とか、人生観は変ったですか。

石黒さん：それは変りましたよ。生活と自分の職業

しか考えていなかった私がね、自分と他人との協調

の可能性への調和へ向って無限の追求をするという

ロータリーの目的を思うようになりましたよ。献身

の人、専念の人、そして友情の絆と心の結びをもつ

人になりたいですね。

阿蘇：それはいろいろ

のめぐり合せからくる

ことだと思いますね。

そこに人間の宿命と重

なってくると思います

ね。

石黒さん：そうですね。私もね、ガバナーになって

間もなく、平市で倒れたでしょう。そのときはね、

医者から三ケ月は安静していなさいと言われました

よ。しかしね、私にガバナーの命令をしてくれたの

はね、宿命ということ、天の命令と思いましてね、

こんなことで倒れてはいられないと思いましてね一

日の静養で又ガバナーとしての訪問活動を続けまし

たよ。

阿蘇：それは大変だったでしょうね。意識の問題で

しょ、うね。白分よりも他人に生命をあずけるという

心境ですか。

石黒さん：まさにそうですね。私も70才。70分の

1の人生にかけてガバナー活動をしてきたつもりで

すよ。これもそれも私の周囲の人々、特に鶴岡ロー

タリークラブの方々のお力添えがあったからですが

ね。

阿蘇：これからの鶴岡ロータリークラブへの御提言

は？

石黒さん：とにかく楽しい例会づくりをしてはしい

ですね。いろいろあると思いますが。

阿蘇：どうも長々とお聞きしたり、お話をお伺いし

たり有難うございました。失礼致します。ところで

先生は丑年生れですね。お忙しいところ有難うござ

いました。　　（今週の担当者　忠鉢　徹）

ロータリー用語便覧（8）

賜　　　　　暇
出席規定により、無

断で4回以上欠席に

よる会員資格の終結（消失）を防ぐた

め、正当で充分な理由がある限り、ク

ラブ例会への出席義務が一定期間免除

され、賜暇が与えられる。たとえは、病気、僻地や

共産圏への出張、その他メーキャップできない事情

があれば、その旨を書面をもって理事会に知らせ、

賜暇の申請をすればよい。ただし、出席免除はされ

ても、記録上は欠席となる。賜暇の期間は、60％出

席視定によれば半期に10回ほどで2カ月半、全期で

5カ月ほどとなる。またシニア・アクチブ会員は欠

席扱いになるが、期間は限られていない。65歳以上

で20年以上会員歴をもつ者は、出席免除になるので、

出席記録に関係なく、期間も自由の取扱いとなる。

その他特別な事情による場合は、理事会の決定に任

されている。

諮問委員会
R．Ⅰ．細則第14粂第4節に定められ

た委員会は3種類であるが、その

うち公式に活動しているのは汀）項の地区諮問委員会

と、←う項の諮問委員会とで、後者は欧州、北アフリ

カ及び東地中海諮問委員会だけである。㈹項のガバ

ナーの諮問委員会は近年、非常に活用されて盛んに

活動しているが、これは国際ロータリーの諸プログ

ラムがふえて、ガバナーの仕事がますます繁忙にな

ったため、その負担を軽減しようとする委員会の意

向を反映したものである。

職業分類上の制新聞業と宗教関係の分類を除いて、
限　　　　　　ロータリーはクラブの会員を、な

ぜ各職業分類から1人ずつと制限するのか。その主

な理由としては、それによって、①クラブが都市の

職業生活の実の横断面になり、その上ひとつの事業

グループによる支配が防げる、④興味を同じくする

者同志の親睦ではなくて、多岐にわたる関心の上に

結ばれる親睦を築くことが可能になる－　といった

点を上げることができる。

71・　　し，11。　　　ト　　日川！う1モー）〔　三日／也しく
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職業奉仕

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

自ら誠実、正直、善意の手本を示しているか

四つの反省

3．競争者に対して：

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

いつも支払をよくしているか
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（頂長報告つ
川村徳男君

1．前回の例会で庄内分区Ⅰ．G．Fの開催案内が配ら

れましたが、補足して説明をします。

当クラブがホストですので、会員は全員参加と

いうことになりますが、特に新会員の方は、万障

繰り合せて必ず出席するようお願いします。また、

分科会の会場の広さの関係で収容人員に制限があ

りますので、どの分科会に出席するかはフォ【ラ

ムS．AAにおまかせいただくことにし、特にど希

望の分科会のある方は前もって申し出て下さるよ

うお願いします。

以上、Ⅰ．G．F委員会及びロータリー情報委員会

に代ってお願いします。

2．酒田R．Cから、創立25周年記念式典に出席の礼

状が参っております。

3．次の例会までの行事

（1）ロ¶グリー関係行事

来週の例会日は、ガバナーの公式訪問日です

ので、出席率100％の実現を出席委員長からお

願いしてありますが、私からも皆さんの絶大な

るど協力をお願い申し上げます。

本日は、ロータリー情報委員会のミ▼テイン

グが午後5時から4階第1会議室で行なわれま

すので、できるだけ多勢の方、特に新会員の方

はぜひど出席下さい。

18日（木）は253地区のIAC協議会が上ノ山

市で行なわれます。

20日の土曜は教育110番の第2回目です。多

分沢山の電話があると思いますので、当番のカ

ウンセラーの方々、事務局の方々、よろしくお

願い致します。

今日から3日間、クラブ有志による永平寺参

拝があります。私も皆さんの代参のつもりで気



をつけて行ってまいります。留守中よろしくお

願い致します。

（2）一般行事

17日は貯蓄の日です。隠し預金7兆円、とマ

ル優の制度が問題にされていますが、低所得者

を優遇する措置が高所得者の保護になってしま

ったようで、いつの時代、どこの社会でも「み

んなに公平」というのは、今やロータリーだけ

でしょうか。

18日は統計の日、数字は魔物といわれますが

基礎データのとり方ひとつで結果が大きく変る

ので、輿野党の攻防に夫々有利なものをバック

にしているのは皆さま先刻ど承知のとおりです。

（幹事報告）　迎田　稔君
0例会時間、場所変更

・酒田束R．C．

日時　10月25日00

場所　酒田産業会館

（職業奉仕委員会〕

例会　PM6：00～6：20

その後、クラブフォーラム

ビジグ料1，500円

・立川R．C．

日時10月18日（木）PJ几6：00　いも煮会

場所　庄内ドライブイン

ビジグ料　5，000円

・鶴岡西R．C．

日時10月19日（金）12：30

場所　気比神社（三瀬字宮ノ前）

ビジク料1，500円

○回　覧

八幡R．C．　活動計画書・活動報告書

○ロータリーレートの変更

11月1日より、1ドル235円から245円になり

ます。

○本日ファイヤーサイドミーティング、PM．5：00

より多数出席して下さい。

職　業　奉　仕　月　間　に　ち　な　み

r職業奉仕に関する私の提言」

高田耕助君

1．ロータリアンとして大変豊富な経験の持主で

ある小池・小松両先輩の裏打ちのお話しが後に控え

ておりますのでその前座の積りでやらせて戴きます。

職業奉仕はロー一夕リー活動の中心をなしています。

それと言うのもロークリ【クラブが職業分類の原則

によって組織された、実業家・専門職業人の親睦の

集りだからです。にもかかわらず一口に職業奉仕は

難しい、判らないと言われてフォーラムでもアンセ

ブリでも他の奉仕活動に比べて低調であります。尤

も判らぬものをヤレヤレと鞭撞されても目標がハッ

キリしなければ力の入れようがありません。いくら

金看板として揚げてもそれ相応の内容がなければ羊

頭狗肉で四つのテストに泣かされます。手前どもの

職業で知る範囲ではこれこそ職業奉仕ではないかと

思われる。会社を再建した早川種治さん山陽特鋼蘇

えらせたし、大山梅雄さんの東洋製鋼ツガミ池貝鉄

工建直し、最近では話題の佐世保重工函ドックの再

司会　佐　　藤　　　　忠　君

塵を引受けた坪内寿夫さん、自分の職業を通じて得

た経験ノウハウを生かして会社を救い。社員とその

家族の生活を守り、得意先はもちろんその地域社会

すらを救い、その影響は計り知れないものがありま

す。それに松下電産の松下幸之助会長さんは、二又

ソケットを考案し企業化してから身を起し、現在の

松下に至っておりますが数多くの良い商品を提供し

て国民の生活水準向上に貢献しております。松下政

経塾を開いて人材の発掘に当りP・H・P活動を通じ

て精神面まで尽そうと努力しております。この様な

事とロータリーの職業奉仕との拠点が兄い出せるで

しょうか。一方、我々ロータリアンは自分の日常の

仕事において日夜努力しております。最近の不景気

状況を見ますと第1に仕事を継続せしめると言う事

が何よりも大事な事の様に思います。倒産しては何

もなりません。多様化複雑化された現在に於いては

影響を計り知れないものがあります。適正な利潤を

得て発展させ社会的義務をはたし、従業員とその家

族の生活を守り、株主に報いて得意先はもちろん事

＼、／



業にかかわる一切の方々に尽す努力をすべきだと考

えます。当支店に於いても基本的思考三原則として、

長い目で物を見る　5年10年単位で

預り資産の増大

広い目で物を見る　巨視眠的に

相手の立場に立つ

客先ニーズ

生きた目で物を見る　時代の変化がはげしい

急速な国際化

変化に即応する対応を

と、日常心掛けてやっております。

さて、皆様の手許に青書のパンフレットをお上げ

しておりますが、これが先代の社長から我々が入社

以来時にふれてお話しがありましたことで、青書と

は年令を言うのではなく気持ちの問題であると言う

ことを幾度聞かされて来ましたが、特に我々の職業

は若々しい気力を常に持ち合わせてないとやって行

けない職業です。常に叱た激励されて来ました。こ

んな事を取り上げましたのは日本が北欧の島国アイ

スランドを抜いて世界一の長寿国になった事が厚生

省より発表されました。男74．20、女79．78才。21

世紀には65才の高令者が20％、つまり5人に1人

が老人と言う人口構成になると言うことです。

1人の老人を何人の働きで支えることになるかを

見てみますと、昭和55年（1980年）には高令者1人

を6．7人で支えていますが、昭和75年、21世紀にな

ると3．9人で1人の老人を支えなければならないこ

とになると言うことです。

ここで職業奉仕月間のスピーチの末席に加えて戴

きましたのでこの機会にロータリー、この皆様に、

そしてオーナーである皆様に高令名の働く場を1カ

年後を見越して今から考えて戴きたい。ここ2．3年

の内に急速にコンピューターあんピコミニケーショ

ンの波が押し寄せて来ます。どんな世の中になるか

検討もつきません。在宅勤務も可能になることでし

ょう。年老いた老人の日の行く町よりも年令は変え

ることは出来ませんが、高令者でも青書の気持ちを

持った、生き生き方々が住む町にすれば市の活性化

にもなりますし明るい住み良い市になるでしょう。

何もまして高令者の持つ経験専門知識を活用しない

手はないでしょう。

オーナーの皆様の様に功成り多をとげて巾のいい

目摘の生活を送られれば理想的ですが、一般的には

そういかない場合が多いと思います。

現在、パートは女性の方が多い様ですが、高令者

が過去経験した知識を生かせる様な仕事が1日2時

間でもあればそれが何よりの生きがいとなり、毎日

毎日の生活が楽しいものとなる事でしょう。

支離滅裂の話しで大変恐れ入りましたが、ロータ

リーの何たるかもまだ理解していない者が職業奉仕

≒言う尤も難しいテーマでスピーチさせられた事は、

もっともっと勉強せいと言う忠告と思いレこれから

も頑張って行きたいと思いますので宣㌧くお願いし

ます。

小松広橋君

2．職業奉仕に関する私の提言という題でありま

して提言というおおそれたことは申し上げることは

できませんが、昭和49－50年鈴木善作さんが会長

時代当時の職業奉仕委員長上野三郎さんであり、大

変御苦労されて只今私が持っている「ロータリーで

いう職業奉仕」の本、神守源一郎さん当時のバスト

ガバナーの職業奉仕に関する小冊子57頁にわたる本

でありますけれども、大変苦労され入手し当時の会

員に配布され、当時の会員67名そのうち36名の方々

が転勤、物故者、退会者となって居られ当時の会員

31名であり、現在先週末で会員数78名即ち47名の方

はおそらくこの本をあまり御存知ないかも知れませ

ん。昭和47年発刊されまして、今から12年前のこと

で社会的、経済的に環境が変っておりますので、こ

の時代の経過を勘案いたしまして1．2この本を紹介

いたしますので12年前ということを頭に入れて聞い

てもらいたい。この本は18項目からなる本であり、

その14番目に「道徳的水準を高めること」というこ

とで職業奉仕の実例が1．2載っております。これを

朗読してみます。東京西北R．Cの望月順治さんは有

名なパン屋さんでありますが、現在のパンの製造法

は私にはわかりませんし、その間だいぶ違うという

ことになると上野さんや吉野さんにさしさわりがあ

ると思い省暮させてもらいます。それから醤油のこ

とにふれていますが、醤油は日本が世界に誇る万能

調味料と思いますが、これは終戦までは、天然醸造

法といって、その醸造には1年から1年半の期がか

かり、原料の大豆のたん自分の歩留まりは、60％そ

こそこ程度だったそうです。ところが敗戦で大豆が

仲々輸入されなくなったので、考え出されたのが、



大豆を塩酸分解して作る、所謂アミノ酸醤油で、こ

れは味も悪くおいしくないということで、野田RC．

の茂木啓三郎さん、当時のキッコーマン醤油の社長で

でありましたこの方が新式二号という醸造法を発明

され、歩留り80％それから味も非常に良いと製造法

を発明され、これが自分の会社だけでどこにも発表

しないで企業秘密にしていたら膨大な利潤がキッコ

ーマンの会社に入ったらしいが、当時のアミノ酸醤

油のまずいものを国民の皆さんに食べてもらうのに

しのびないという考えのもとにこれを公に発表した

ようであります。こうした世の中のため、醤油業界

のためになるので自分の一社だけの発明にとどめな

いで発表されたのは職業奉仕の原点につながるので

はないかと思います。

また最後の17項目に神守さんの当時の経済社会と

申しましょうか、このような情勢下で考えのまとめ

のようにされているので朗撃望聖店前亮「

的責任の在り方をめぐって、企業が今日ほど、厳し

い環境の中に立たされたことは、脅てなかったでし

ょう。企業もまたコミュニティの一一構成員として行

動し、豊かにして健康な地域社会を育てあげること

に、積極的に貢献すべきことが、このことを以って

も知られるのであります。これをドイツ流にいえは、

F。テンニースの有名な分類、ゲルシャフト（利益

社会）とゲヌイシャフト（公共社会）の違いは今や

それ程なくなり、ゲルシャフトの代表選手であった

企業も、その好むと好まざるとにかかわらず、ゲヌ

イシャフト化せざるを得なくなったと云いまわし方

を変えてもいいでしょう。この思想を更に抽象化す

るならは、河野健二氏が、その著「現代史への視産」

で説くように、現代では資本主義社会の終宴の時で
｛・一一一一一～、－－一、－－一・・・・・・・▼・1－r■】■一一

めり、本当の意味での社会主義への移行期である。

即ち、現に存在する資本主義の諸国、社会主義を標

栃する諸国のいずれもが、今自らを相対化しつつ、

共通の「人間的連帯」を生み出す、今迄の社会主義

と意味の違う「新たな社会主義」へと移りつつある

∈とを認識すべきである。との論述に我々は注目し

たいものであります。

戦後の長い間、企業というものは経済立国を目指

す我が国のリーダーであり、成功した経営者は英雄

とさえ仰がれました。しかるにですよ、環境の変化

は企業に対する社会の目を大きく変えました。今や

企業は環境を破壊し欠陥商品を売りつけるけしから

ぬ輩であり、その経営者は公害病患者の前でただ叩

頭を続ける被告でしかあり得なくなりました。かっ

て企業が、甘っちょろくも自らかつぎ出した企業の

社会的責任論は却って選手にとられて、今やその確

立を社会から迫られているといった実情であります。

経営者の中には、「企業の本来の機能である利潤

の追求を、誰はばからぬ公正手段で行い、依っても

？て企業の成長と安定をはかることこそ企業の社会

的責任ではないか」という考え方も少なくないので

あります。又、ビジネスの仕事はビジネスであり、

社会の福祉なんぞは政府の責任であるから、経営者

が社会改善の仕事をしたり、又、そのために企業に

余計な負担をかけるような権利も資格もないじゃな

いかと主張する人もおります。又、一方には企業も

多少の社会的責任を負うことは仕方ないとしても、

そのために本来の企業の目的、精神を浸食して、企

業の業績について、今日認められている判定基準か

らすれば、悪い方に入らなければならないが、それ

ではイヤだとの議論もあります。こういう考え方も、

今迄なら充分立派に通用したでしょうが、今日に於

ては企業は単純素朴な私的なモノではなくなって、

社会構成の有力な一環をしてその経営もただ資本の

論理に従うたけではなく、社会全体から、まあいっ

てみれば「信託」されているような拾好のものにな

っているのであります。ですから現代の経営者は、

倫理的にも実際的にも、たた自分の企業の利益だけ

を追うことは許されず、経済・社会との「調和」に

おいて生産諸要素を最も有効に結合して、良質且つ

安価な商品を生産し、サービスを提供するという立

場に立たなくてはならなくなったのであります。

小池繁治君

3．職業奉仕に関する私の提言の題でやらせても

らうわけですが、私自身提言することもありません

が自分に対する自戒の意味も含めまして私の考えて

いる点を申し上げ、ロータリーになんとか職業奉仕

に結びつけば幸いであります。

私はしがない本屋の経営をまかせられているわけ

でありますが、一つの企業というものは利潤を上げ

なければ再生産に結びつかないから利潤を上げる大

前提があるはずです。その前に、いわゆる事業の経

営をまかせられるということは私自身満足している

ものではありません。企業である限り従業員に対し



ては人並みの賃金をあげなければならないし、労働

条件にしても人並めにやらなければならない。また

株主・出資者に対しては少なくとも年10％の利益還

元を考えないと普通の経営者としての資格はないの

ではないかと思います。それらを含めますと、私は

全く条件を満していないので大変恥ずかしいことで

す。これも除々に直す姿勢を持ち続けてやるのが本

当の経営者でないかと思っています。ロータリアン

であるからでなくロータリアンである前に企業者と

してそういう意識をもたないで商売をやることは社

会に対して非常に不尊であると考えております。時

代はどんどんと変っていきますが流行と確という

〆頁．′一言葉がありますが、どんどん変っていきますが不

のものが必ずあるはずです。それは人間関係、ある

いは社会に生きる一員として変えてはならない部分

があります。これが商いの理念が根底にあるべきも

ので流行を追うこともよいが、根底に流れる例えば

＿‾‾　二二∴∴‾・∴＿‾‾さ■

ちゃいけないのでないか。スピードの時代であって

も、いろんな組織の中に組み込まれないと商売自体

やれない時代でございます。スピード時代になると

自分の立場を忘れがちで、私が鶴岡で商売をやって

いるという立場をきっと持たなければ良い経営者に

はならないと思っています。いずれにしても商売は

競争の原理の中でやらなければいけませんし、どん

な企業でも人間がやっているので、それは社会のた

めになんらの貢献をしていなければ企業として私は

成り立つことが不可能と思っています。人を幸せに

しない企業は永続しないものではなかろうと思いま

す0ロークツ二手鱒の綱領の中の2項に実業及び専

門職業の垂堅些杢撃阜高めることがあります0それ

を高めることが職業を通じて社会に奉仕するために

高めなさいということで、自分の職業専門職という

ものをプロに適する認識を自分自身高めることがそ

の職業の品位をあらしめて初めて社会に奉仕するこ

とができると書いてあるので、そういう意味を含め

てプロテシュナルに徹するということが根本にある

のではないか、自分の職業の水準を高め世の中のた

めになるのではないか、と思われます。

私が申し上げるのでなく、私自体に対する理解を

含め、職業とはそういうものと思います。

（親睦活動委員会）

クラブ親善ゴルフコンペを挙行

日　時　10月26日（金）

集合　11：30

スタート　12：00

場　所　　湯の浜

コンペフィー懇親会共2，000円

申し込み　山下さんへ

地　中雨決行

⊂㌃了「「㌃）

菅原辰古君　第39回国民体育大会、県知事と

共に副団長として参加して

吉　野　勲君　　7日、山形県洋菓子コンテスト

で団体優勝

張　　紹渕君　　台湾庄内朝日村のような山であ

るが、わざわざ80才の姉と3人

来鶴に感謝して

飯野準治君　　荘内銀行ゴルフコンペで優勝

（ビ　ジ　タ　ー）

立川R．C．　　滝　　禅源君

鶴岡西RC．　野　口　弥君．長野正彦君

（今週の担当者　斎　藤　昭）

ロータリー用語便覧（9）

R・ト資金よりの　国際ロータリーの資
寄付行為　　　金は、その加盟クラ

ブにより、それ自体の目的のために提

供されたものなので、これを他の団体

の活動のために寄付することはできない。

国際ロークリ¶は、各ロータリアンが個人的にそ

の地域社会の有用な奉仕活動に参与することは、そ

の加盟クラブを通じて奨励している。

また、戦災ロータリアンの救助その他災害救助な

ど特定の目的をもって国際ロータリーへ贈与された

資金は、これを財団の資金に繰入れ、指示された目

的に支出することになる。→ロータリー財団への遺

贈と寄附行為

印刷物の版権取　機関紙「ロータリアン」、公式名
得　　　　　薄緑、職業分頬指針、国際大会報

目
迎



告害その他R．Ⅰ．にて出版する印刷物については、そ

の内容が商行為や広告目的に利用されないように版

権が取得され、その旨が記載されているので、これ

を複製しようとする場合には事前にR．Ⅰ．の許可が

必要となる。しかし版権取得をしていない出版物の

一部または全部の複製については、出拠として、単

に国際口一夕リーの名を付記するだけで、許可され

ることになっている。

会　　員　　証
会費を納めた正視の会員であるこ

とを証明するカードで、各半期ご

とに、事務総長の複写印刷署名のある所定の用紙に

クラブの幹事が署名して交付する。ロータリアンが

海外での他のクラブの例会に出席する場合には、必

ずこの会員証を提示して自己を紹介しなければなら

ない。

この会員証は一定様式の小型なカードで、国際ロ

ータリー事務総長の複写印刷署名のほか、会員名、

所属クラブ名、職業分類、納入した会費の期限、ク

ラブ幹事の署名、および当人署名のための空欄が設

けてある。

会員の種類
会員には、①正会員（アディショ

ナル正会員を含む）、桓）シニア・

アクチブ会員、④バスト・サービス会員、④名誉会

員の4種類がある。会員に与えられている資格は、

それぞれ個人に属するもので、その会員が代表する

会社その他の法人には属しない。

会員の選挙手続
新会員の推薦および選挙が推奨ク

ラブ細則11条の規定によって行な

われる場合、その手続きは次の通りである。

①　クラブの正会員、シニア・アクチブ会員、も

しくはバスト・サービス会員または会員増強委

員会によって推薦された会員候補者の氏名を、

書面をもって、クラブ幹事を通じて理事会へ提

出する。この推薦は、この規定に別の定めがあ

る場合を除き、しばらく秘密にしておかなけれ

ばならない。

④　理事会は、職業分類委員会に対し、被推薦者

の職業分数上の審査とその報告をもとめ、さら

に会員選考委員会に対し同人の資格要件、人格、

職業上および社会的地位、さらに一般的適格性

を調査・報告するよう要請する。

④　理事会は、前記の両委員会の勧告を審査し、

1州リ　グト　′7　7‾′捌　l【和11さ

その承認を決定し、推薦者へ知らせる。

④　理事会がく承認〉を決めた場合には、推薦者

は、ロータリー情報委員会の委員1名または数

名とともに、被推薦者に対し、入会申込書の記

入・提出をもとめ、また本人の氏名および本人

に予定されている職業分類をクラブで発表する

承諾をもとめる。

㊥「推薦者の氏名の発表後10日以内に、クラブ会

員からの異議申し立てがない限り、会員候補者

は細則に定められた入会金を納め、クラブ会員

にみなされる。

理事会に対し異議申し立てがあった場合には、

定例または臨時の理事会を開いて票決を行ない、

反対票が賛成票を越えなかったときは、入会金

納入など所定の手続きを終えることにより、同

様にクラブ会員に選ばれたものとみなされる。

以上の手続き・規定によって会員が選挙され

たとき、クラブ幹事は、当の会員に対して、身

分証明書を発行し、その氏名をロータリー事務

総長に報告する。

㊥　当該会員は、クラブ例会で、新会員として正

式に紹介される。

会　計　監　査
クラブは毎年1回、公認会計士ま

たは相当の有資格者により、クラ

ブのすべての会計事務について監査を受けなければ

ならない。R．Ⅰ．理事会もまた、その会計帳簿につい

て同様の監査を受けなければならない。監査後、そ

の要約報告書を、理事会の承認を受けてから、印刷

に付し、加盟各クラブ、全R．Ⅰ．役員・委員に配布し

なければならない。ロータリー財団の管理委員会も

R．Ⅰ．の会計監査と同一人にその監査を委嘱し、その

報告をR．Ⅰ．資金の会計報告と同時に、同様の方法で

行なわなければならない。

クラブ奉仕活動
ロータリー奉仕の4つの部門のう

ちの1つ。推奨クラブ細則はタラ

ブ奉仕の特殊な性格に鑑みて、出席・親睦・雑誌・

会員選考・プログラム・広報・職業分類・ロータリ
ー情報等の各委員を置くことを規定して、その活動

を促している。また、必要に応じて、以上の常置委

員会のほかに、特別委員会・臨時委員会を設けて、

クラブ奉仕活動を助けることもできるよう視定され

ている。

り　【L川Hi　〉　ノ〔　¶1、一也ト

津1．リ　　rlき．J場HHJ J！川・」商重工＼り史叫「▲、†　⊥　r】E lごうう

†ノ・J j．場　lE■1　」川棚棋韓　日，－　　　　酬／＼日　　】J日、1111日　　′巨楼　日　日、1日
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㊤　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

四　つ　の　テ　スト

㊤　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

職業奉仕

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

自ら誠実、正直、善意の手本を示しているか

し会長報う⊃

＼＼、）

川村徳男君

1．本日は公式訪問で、ガバナーの斎藤先生、それ

に大川分区代理がど臨席いただきましたことは、

当クラブといたしまして大変嬉しいことで、心か

ら歓迎申し上げます。

2．16日のファイヤー　サイド　ミーティングは新会

員の方々が大勢出席して熱心に勉強され、ど苦労

さまでした。レクチャーをされた中と［さん、石井

委員長さん、どうもありがとうございました。

3．20日の教育110番第2回目は、相談が2件と、

第1回目の9月20日のアドバイスに対するお礼の

電話が1件でした。お礼の電話の内容は、中2と

中1の2人の娘さんをもつ母子家庭のお母さんか

らのもので、下の子は割と素直で言う事を聞いて

くれるが、上の子が、今は抜けているようだが、

一時万引グループに入ったりして、反抗的で母子

四つの反省

3．競争者に対して：

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

いつも支払をよくしているか

の間がしっくりいかないので困っているという相

談でしたが、アドバイスによって、お母さんは働

らきに出て、家事は子供に責任を持たせるように

したら、1か月の間で上のお子さんもすっかり変

って、進んでするようになり、家の中も明るくな

ったというものでした。なお、1か月間の留守番

電話で受けたのは92件で、そのうち緊急相談で佐

々木さんにまわったものは2件でした。

4．姉妹クラブ盟約10周年と、本年4月当クラブの

創立25周年記念式典及び続盟式に来て頂いたお礼

を兼ねて、来春、台中港区R．C．を訪問することに

なっており、先方と連絡して日程をつめておりま

した。昨夜は中江さんのところから国際電話をか

けてもらったのですが、次のように決まるのでは

ないかと思いますので、中間発表をします。

60年1月25日（金）から28日（月）の台湾3泊4日

とし、25日台中着、その日のうちに公式行事を終



えて、翌26日から28日まで見学・観光とし、28日

夕方まで東京着としたい。なお、国内の日程と台

湾でのスケジュール、費用については、できるだ

け早く決定し、発表したいと思います。

できるだけ多くの会員、奥様はかこ■家族の参加

をお願い致します。

5．本日は例会後、2時から4時まで4階第2会議

室で、ガバナーど出席のクラブ陥議会が行なわれ

ますが、終って5階ホー／レでガバナーご夫妻を囲

んで、分区会長幹事会と合同懇親会があります。

6．次の例会までの行事

（1）ロータリー関係は特にありません。

（2）一般行事

今日は電信電話記念日です。会員に電々公社

の局長も居られますので、私から申し上げるの

もおこがましいのですが、明治2年の10月23日

（当時は旧暦9月）に東京一横浜間に電信線工

事が行なわれ、昭和25年から電信電話記念日と

達められたようです。

（ゲストスピーチ）

斎　藤　ガ　バ

私が7月1日から第253

地区のガバナーに就任しま

した斎藤利世（トシヨ）と

申します。

父が大正4年に野口英世

に会う機会がありまして、

そこで野口博士がスピーチ

されまして、これを聞いた

父が感動しまして、私に博士の世という字と、父の

利という字を合わせて利世としました。利世という

名は女らしい名前でしたし、又、今になってトシヨ

ちゃんと言われては恥かしいことです。

ガバナーノミニーの就任を石黒バストカン〈ナーか

ら命をうけ間もなく、R．Ⅰ．事務局から履歴書の提示

を受けました。その中で2つはかり「あっ」と思う

ことがありました。1つはワイフの名前を書くこと。

あと1つはロータリーネームというのがありました

24日は国連の日、26日は原子力の日で、昭和

謂年10月26日に東海村の動力試験炉に日本で初

めて原子の火が燃えました。

27日から11月9日までは読書週間になってお

りますが、文化の目を中心に前後2週間が当て

（幹事報告）　迎田　稔君

○市民福祉の集い

日　時　11月4日　午後1時から4時まで

場　所　　文化会館

事務局まで

○ロータリー名言カレンダーの注文

○温海R．C．15周年

日　時　11月18日

P．M．12時30分より

場　所　　ホテル万国屋

○新会員推薦　2名

ナ　ー　の　お　話

第253地区ガバナー　　斎　藤　利　世　君

ので、みんながリセイさんというふうに呼んでくれ

ていますので、書き込んでおきました。5月末にポ

カラートンに行って、御殿まりを妻がカルロス会長

の奥さんにおあげしたとき、そのお礼の手紙をもら

いましたが、それにはディア　リセイと書いておっ

たことには驚ろきました。

野口英世のことにもどりますが、福島県とのかか

わりは、それを書いた本がありまして、それを川村

会長個人にお贈りします。そこには、祖父が福島市

で生れましたが、いろいろ困難にぶつかりまして、

明治18年に山形に来まして、父が生れ、私が生れた

のであります。それがここに第253地区、福島県と

山形県のガバナーとしておりまして、奉仕する機会

を与えられたことは光栄と申しますか、歓喜と申し

ますか、私の喜びこれに勝くるものはございません。

7月の1日にガバナー会議、2度目にはこの20日

にありました。7月2日から福島県の大越クラブを



皮切りに私の公式訪問が始まりました。R．Ⅰ．の中央

事務局が、世界の420人を越す地区ガバナーに対し

て、こんな事をせよと言っている中に、地区大会を

主催せよということ、あと一つは公式訪問を任期の

はじめのうちに1回以上やりなさいという事です。

そのうち3つのステップがあります。第1のステッ

プは、会長・幹事との懇談を1時間、第2のステッ

プは、普通の例会に出席してスピーチをせよという

ことです。それは20分～30分位です。教科書を前に

して規約とか規則を話すことはたやすいことですが、

そんなことをせよとは言ってはいません。又、する

なとも言ってはいません。しかし、感動する話をし

なさいと言っています。これが大変なのです。第3

のステップは、クラブ協議会としてのアッセンブリ

ーです。担当部門の委員長の前で、ガバナーとして

の考えを述べなさいということです。約20分です。

例会の日を変更しないで訪問したいという考えを

分区代理に言ってありましたので、2週間で終る計

画が、祭日などで延びて、大変御苦労をおかけいた

し心苦しく思っています。しかしおかげさまで、80

のクラブがありますが、地区大会を終了するまでに

45クラブ、その後5つのクラブを終了し、あとまだ

30のクラブが残っています。これを消化し終るのは

12月19日です。前からわかっていることですので、

グチを言うことは出来ませんが、大変な事だと思っ

ています。今年は猛暑で、訪問のスケジュールが大

変だったのです。食欲がなくて、分区代理に御心労

をおかけしました。

R・Ⅰ．の中央事務局では、地区のカンiナ一に対して

いくつかの事を命じています。1つは月信の発行が

あります。これは、地区内の会長・幹事に毎月お手

紙を出しなさいということです。これは、会長・幹

事への毎週の御苦労のねきらいと、ガバナーの考え

を伝えて、ガバナーが考えている目標に向っていた

だくよう月々の考えとして出しています。月信は、

10年以上前からそのレールは敷かれています。これ

は、ガバナーから直接地区内のロータリアンにお届

けするパンフレットであります。これも大変有効な

良い事でありますので、私はこの方法も踏襲致しま

した。表紙の裏の二頁に、すでに会長・幹事にお送

りしたものを添付しました。表紙及び三貫目以下裏

表紙にいたるまで、決してコピーではありません。

私が3，600人のロー∵ダリアンに直接お届けする私の

レポートであり、マガジンでもあります。御愛読下

さい。おわかりと思いますが、私の月信は、ロー∵グ

リーの友という雑誌の真似であります。私は良いも

のを真似することは、少しの恥でもないと思います。

この雑誌はR．Ⅰ．が認めたすぼらしい、すぐれた地域

の雑誌です。今は地域の雑誌として公認となってい

ます。この雑誌共々私の月信の御愛読をお願いした

いと思います。

R．Ⅰ．の事務局が褒めている最大の行事は年次大会

です。10月6日、7日でしたが、私は7月の当初か

ら旅がらすの生活でした。しかし、私は殆んど山形

をあげていましたので、大会の為の御相談などが出

来なかったのですが、おかげさまで非常に盛会裡に

自分で言うのもおこがましい事ですが、予想以上に

行なう事が出来ました。心から感謝を申し上げます。

R．Ⅰ．の目的のおおよそのことがかなえられるよう

な気がしています。年度12月まで、やっと4ケ月目

に入ったところですし、6月末まで終了しなければ

ならないたくさんの問題をかかえています。逆にい

えば、公式訪問には12月までかかりますし、年次大

会も終ったということで、マンスリー　レターも軌

道にのって続刊のメドがつきました。これからは、

80のクラブのご要望にお答えして、各クラブの活動

を起していただくための手助けが出来ることだと思

います。そして協議会でも、このクラブか、この地

域でしか出来ないことをとりあげていただき、6月

いっぱいの任期まで奉仕活動を続けていただきたい

し、中ばにして、完成まで出来ないことがあれば、

次年度にお願いしていきたい。全委員の立場で、次

年度の奉仕活動をお願いしたいと考えます。

教育110番というすぼらしいことをやってもらっ

ています。この地区内でも始めての事と思います。

しかし、始めてでも2番目でも、その試みに敬意を

表し、共に喜びとします。青少年の問題にしても、

色々の面で援助したり、交通安全にも色々手助けを

したりするクラブは多くあります。しかし、この教

育110番が時代のニーズとはいえ、このクラブが取

り上げたこと自体が光輝やいていることだと思いま

す。すぼらしい実践で、すぼらしい発想だというこ



とに対し感銘深く思います。

次に2つのクラブのことを述べたいと思います。

立川ロータリークラブですが、農業を主体とした青

年達がインドネシアから来られています。これこそ

ロータリーとしての絶好のなすべきことだと思いま

す。物心両面で手助けをしている。非常に良いこと

だと思います。もう1つは余日ロークリ【クラブで

す。小さな農村主体で、農家の長男に配偶者が現わ

れずにいる人が600人もいるという数字に驚ろきま

した。いろいろな機関にも相談している中で、韓国

から花嫁を迎えることが出来ないだろうかというテ

ーマにぶつかった。たまたま韓国のバストガバナー

ドクター　パーク御夫妻が10月上旬に来られました

ので、これが可能かどうかと申しましたところ、大

変な問題だなということでした。私も簡単にこの答

えが出るとは思いません。しかし、私達が地域社会

の為にしておあげすることが出来るのではないかと

いう、ひそかな願望を抱いているのです。

私に与えられた時間が参りました。あちこちとり

とめのない話をして参りましたが、この中心的なク

ラブである御地には、先年亡くなられた早坂バスト

ガバナー、そして本日おいでいただきました石黒地

区バストガバナーを廃して、この分区といわず253

地区のリードをとっていただくお仕事をしていただ

きたいという事をお願いして、このクラブの健闘を

祈念し、私のったない話を終ります。

御静聴有難うございました。

（ス　マ　イノレ）

川村徳男君　　大川分区代理を御紹介しなかっ

たことと、永平寺参拝が無事終

り帰って参りましたので。

石黒バストガバナー　　斎藤ガバナーの公式訪問を

祝して。

佐々木霊彦君　　教育110番について返事をもら

ったことと、自分のアドバイス

により先方から良い方に向い是

正されたという返事をもらった

ことについて。

小池繁治君　　会報の作成に原稿をあげなかっ

たことと、誤字があったことで。

佐藤　　忠君　　磯釣大会で2位になりました。

張　　紹渕君　　斎藤ガバナ【の公式訪問と永平

寺に行った藤川君からお守りを

もらって。

白坂　　久君　　永平寺に行って無事帰ってきて。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C．　野　口　　弥君．菅原隼雄君

桜井　　晋君．瀬尾助三郎君

分区代理　　　大川俊一君

（会報凄員会）

第1279回例会の会報の中の小松広穂君のスピーチ

の中で、ゲルシャフトをゲゼルシャフトに、ゲメイ

シャフトをゲマインシャフトに訂正してお詫びいた

します。

ロータリー用語便覧㈹

災　害　救　助
ロータリーでは災害

時に特別ロー∵グリー

救助基金を募集する慣例はない。しか

し、赤十字等信用ある団体の救助懇請

には迅速に応えるよう要望されている。もちろん、

罷災地やクラブがこのような寄付金を喜んで受領す

る場合には、ロー∵ダリアン個人の直接送金は認めら

れている。ただ、羅災地側のクラブや地区が、この

ような援助を他地域のクラブまたは地区に要請する

場合には、事前にR．Ⅰ．理事会の承認が必要となって

いる。

社　会　泰　仕
自分の住んでいる地域社会と住民

に対して直接、積極的な関心をも

ち、そこで必要とされているもの、問題となってい

る事柄を調べ、その対策を実現するために奉仕・協

力すること。今日の社会の一般的な状況から推して

ロータリークラブには、①青少年奉仕、㊤環境、④

心身障害者、④インクトーアクト、㊥ローターアクト

（む農村一都市、①安全、（む老齢者、などの社会奉仕

部門の小委員会の設置が望まれる。

（今週の担当者　阿蘇司朗）
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㊨　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

四　つ　の　テ　ス　ト

④　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

職業奉仕

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

自ら誠実、正直、善意の手本を示しているか

（会長報告〕
川村徳男君

1．たいへん悲しいお知らせでございますが、会員

の森田清治さんが、私どもの、早く良くなって例

会にお顔を見せて欲しいという願いも空しく、去

る24日朝、永眠されました。47年6月当クラブに

ご入会され、会計や会員拡大その他色々の面でク

ラブの発展に貢献された方で、クラブにとりまし

て、大きい明りが消えた気持ちでございます。ま

ことに哀惜の念に堪えません。

森田さんのど生前の奉仕活動に感謝申し上げ、

併せて、とこしえのご冥福を祈って黙祷をしたい

と思います。皆さまど起立をお願いします。

（一分間黙祷）

2．森田さんのど長男の隆幸さんが、クラブの皆さ

んにど挨拶したいということでお見えになってお

四つの反省

3．競争者に対して：

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

いつも支払をよくしているか

ります。よろしくお願い致します。

3．森田さんの葬儀が27日、昭和町の高運寺で行な

われ、故人のお人柄、立場を偲ぶ、まことに盛大

なものでした。クラブから生花、香典、それに弔

辞をあげてまいりました。

4．26日は親睦ゴルフ大会がありました。成績は後

程スマイルの際に発表があると思います。

5．ガバナーの公式訪問がお蔭さまで無事終了しま

したことを感謝申し上げます。2・3指摘があった

ことについては、理事会に諮って対応を決めたい

と思います。

6．ご承知のように一昨日、睦町の火災で幼い二人

の姉妹が焼死されましたが、大変可愛想なことを

しました。これから火を使うことが多くなります

が、皆さん、火の元には充分気をつけて下さい。

7．次の例会までの行事



（1）ロータリー関係行事

10月はロータリー財団月間です。

次の例会日、11月6日は11月の第1例会日で

すので、定例理事会が行なわれます。理事会の

メンバーの方は11時半までお集まり下さい。

（2）一般の行事

明日31日は世界勤倹デー。11月1日は灯台記

念日ですが、明治元年のこの日に観音崎に日本

初の洋式灯台ができたのだそうです。11月1日

はまた、自衛隊記念日でもあります。

11月3日は文化の日で祭日ですが、旧の明治

節で明治天皇誕生日、戦後は新憲法が公布され

た日として、平和と文化の重要さを認識する日

となりました。また、庄内百万石まつりで、ミ

ス庄内コンテストや米俵みこしのパレードなど

数々の催しが繰り広げられます。晴天であって

くれればよいと思います。

森田清治君の告別式における弔辞

お別れのことば

また一つ、大きくて大事な

灯火を失ってしまいました。

今ここに立ちますとき、在

りし日のあなたのお姿が眼前

に去来し、万感こもごも胸に

迫り、追慕の念ひとしおのも

のがございます。

健康には人一倍気を配っておられたというあな

たが、ご自分の健康管理の手のとどかないところ

で病魔に犯されていたとは、ほんとうに悔しいこ

とでしたでしょう。

ご入院と聞いて病院にお見舞に伺いましたとき

は、ちょうど検査から部屋に戻ってこられたとき

で、その痛々しいお姿に、私も胸が締められる思

いで、早々に辞去して参りましたが、あれから僅

か一か月余、早く良くなって例会にお顔を見せて

欲しいというクラブ会員一同の心からの願いも届

かず他界されましたことは、まことに残念でなり

ません。

普段は決して多くを語られなかったのですが、

何かの折にど意見を出されますと、信念をもって

生きてこられた人のみが持つ、きらりと光る一言

をお聞かせ下さいまして、私など大変勉強をさせ

て1頁きました。

また、今年いただきました年賀状には、私が7

月から会長になることについて励ましと労いのこ

とばが書いてありましたが、半年も先の会長就任

を気づかって下さる、そのように気のつく心の温

い方でございました。

そして最後の方に、今年はぜひ一緒に釣りに行

きましょう、と小さく書いてありましたが、その

釣も森田さんとはもうと一緒にすることができな

くなってしまいました。

森田さんは、特に会計や会員増強の面でクラブ

の発展に多大の貢献をされまして、クラブの誰か

らも深く信頼され、今後一層のご活躍を期待申し

上げておりました。

森田さん、長い間色々とお世話になりましてほ

んとうに有難うございました。

どうぞ安らかにおやすみ下さい。心からとこし

えのど冥福をお祈りいたします。

さようなら

昭和59年10月27日

国際ロータリー第253地区

鶴岡ロータリークラブ会長

川　　村　　徳　　男

（二重二を亘至⊃
迎　田　稔君

○全国ローターアクトクラブ名簿回覧中

○山形R．C．、山形西R．C．、鹿児島西R・C会報回覧中

○大阪鶴見R．C．認証状伝達式のご案内が参っており

ます。

）



と　き　11月26日

○Ⅰ．G．Fへの参加のおすすめ

と　き　11月10日（土）

当クラブがホストクラブの為、全員出席方お願

（会員スピーチ）

（当件は、松田士郎フォーラム委員長よ。も併）
せ報告がありました。

老　タ　リ　ア　ン　放　談

委員長高橋艮士先生より米山奨学会の話をするよ

う求められましたが、今月初めの例会で、委員長よ

り完壁な情報提供があり、皆様充分ご理解を頂いた

と考えます。高橋先生どうも有難うございました。

ところで、ガバナーの公式訪問も終り、ゆっくり

した時、私共の親愛なる有力メンバーであった森田

満治氏の急逝には全く驚ろき、痛恨の極みです。丁

度相双分区Ⅰ．G．Fで2晩泊りで出張し、昨日帰っ

たので葬儀にも欠席し、申し訳けなく思っています。

会者定離、生者必滅は世の常ですが、これからが働

き盛り、地域社会の発展に期待された重要人物であ

り、残念でなりません。深く哀悼の意を表し、ご冥

福をお祈りいたします。

私は悪運強く、2年前いわき平で倒れてから2年

余りになって末だ生きております。脳溢血の後遺症

は仲々治りませんが、毎日の診療に精一杯休まず従

事し、平均年齢75歳の老人ホームを支え、壮年期の

息子や娘を支援し乍ら、と言いたいところですが、

或はうるさがられ乍ら自活しており、更にロータリ

ーの奉仕に参加させて頂いておることは本当に有難

いことです。

ロータリーは最近目まくるしく変化しているよう

です。今回、手続要覧が大部簡略になり、Ⅰ．G，F

の名前はどこにも見当らないし、早坂P．G．の紹介さ

れた「黄金律」も消え、あの有名な奉仕活動の基本

要綱とされていた決議23－34の本文も消えており

ます。皆様から種々問い合わせがあり、私はとうな

っているのか迷っていました。先日R．Ⅰ．理事菅野多

利雄氏より書面があり、理事会でもう少し平易に簡

素化すべく検討中であり、次回規畠審議会で正式な

石　黒　慶之助　君

文章に改める考えであり、廃棄されたのではないか

ら、今まで通り活用してほしいとのことです。また

Ⅰ．G．Fはクラブ定款第8粂第5節にクラブの都市

連合会と厳然と記載されており、これも生きており

ます。1人1業の原則も拡大解釈され、同業3名ま

では入会できるように3年前から変ったわけですが、

原則は変っていません。

私は、ロータリー精神を知るためには、あまりに

もバターくさい難解な文章が多く、20数年間まどわ

されて参りましたが、日本人本来の感覚でこれをと

らえてみると、次のように要約できるかと思います。

即ち、「自他共存の快適な調和への無限の追求」が

奉仕の理想への心がまえではないかと考えておりま

す。ガイガンディカーは「奉仕とは奉仕すべき人と

物とを行動i童吉嬰つI才る心の状態」と申されました。

皆様のご批判を賜わりたいと思います。

日本人は神道・仏教・儒教の精神で長い間教育を

受けており、キリスト教的なバター臭いロWグリー

精神を消化することは仲々難しいのです。最近、江

戸末期の大儒学者佐藤一斉先生の著「言志四録」を

読み、私のように晩年を迎えた者にとって、過去の

種々な誤ちを反姦し、人間としてのあるべき姿を教

えられ、本当に勉強させられました。「言志四録」

というのは皆様ご承知と思いますが、言志録、言志

後録、言志晩録、言志蓋録の四部を言います。

佐藤一斉先生の門下には佐久間象山、勝海舟、坂

本龍烏、吉田松陰、木戸孝允、伊藤博文、山形有朋

西郷隆盛など明治の元勲が沢山おられます。言志四

線の中で私の好きな言葉が沢山ありますが、そのう

ち私の最も好きな言葉〝一燈を提げて暗夜を行く、



毒と暗夜を憂う季 勿れ、只一燈を療め〝

は自己の塵忍不抜の向上心ではないかと思いますが、

それは各自が自分なりに最も大切なものは何かによ

って一燈を定めて頂いてよいのではない／がと思いま

す。忘の充実を考えずに、ただ利潤追及に急ぐ現代

は何か狂っているのではないか、自由主義を自分本

位に考え、責任とか義務を考えず、権利のみ主張す

る世相に痛恨をおぼえるのは私一人ではないと思い

ます。

鶴岡クラブの今年度最大の行事に「教育110番」

の開設があり、地区内各R．C．でも、或は地域社会か

らも高く評価されていることは、まことに嬉しいこ

とですが、言志四録には「小児を訓うるには苦口を

要せず、只欺く勿れの二字を以ってすべし」と要約

しております。米山梅吉氏は、「他人からやられて

嫌やだと思うことを他人にしてはならない」とだけ

教えております。子供達は生れ乍らにして良い子に

なろうと自分なりに頑張っているのに、周囲があま

り干渉しすぎて逆に悪くしている場合が相当多いよ

うです。父親の顔は冷たいものですが、父親の背中

は暖かいものです。私は子供達に「俺の顔色などを

見ないで、父親の後姿を見なさい」と言って参りま

した。

私は、子供の教育は最も重要な親の任務と思いま

す。私の恩師北大の中村教授は〝子供教育にはウン

ト金をかけなさい。多ければ多いほど将来の稔りが

多くなる〝と言っておられた。私も先生の言に従っ

て2人の子供達には充分教育出資を行って参ったつ

もりであります。幼い頃には倹約を教え、長ずるに

従ってだんだん出資額を多くして参りました。最近

の親達はそれが逆になっています。幼い頃に甘やか

し、長ずるに従って学費をカットしているのは、子

供を愚弄しているように思います。

ここで若い会員の方に言志四録の中から一言引用

すれば、「当今の毀誉は催るるに足らず、後世の毀

誉は催るべし。一身の得喪は慮るに足らず、子孫の

得喪を慮るべし」　何とぞ皆様、若いお子様方のご

発展に充分ご支援されますよう願います。これもロ

ー∵グリーの奉仕活動であると思います。「よく子弟

を教育するは一家の私事に非らず、是れ君に事う孝

の公事なり。走れ天に事うるの職分なり」と考えま

す。

（」し二二＿±一生〕

嶺岸光吉君

飯野準治君

新穂光一郎君

鈴木弥一郎君

佐藤英明君

川村徳男君

中田敏和君

27日の故森田清治氏の告別式の

お礼として。

27日のクラブコンペに優勝して。

27日のクラブコンペに準優勝し

て。

神社関係者大会にて表彰を受け

て。

31日の講渡会の成功を期して。

ガバナー公式訪問が無事終了し

て。

10月23日のガバナー公式訪問の

高出席率（98．65％）を記念し

て。

迎田　　稔君　　近火お見舞のお礼として。

しビ　ジ　㌻二二つ

鶴岡西R・C．　菅原幸雄君．菅原隼雄君

羽根田正吉看

（今週の担当者　福島三郎）
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四　つ　の　テ　ス　ト

㊤　真実かどうか？　　　　　　　㊥　好意と友情を深めるか？

①　みんなに公平か？　　　　　　①　みんなのためになるかどうか？

J

職業奉仕

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

自ら誠実、正直、善意の手本を示しているか

〔j長報告）
川村徳男君

1．定例理事会の報告

（1）Ⅰ・G・Fの登録料3，500円になっております

が、全員参加の立前から2，500円はクラブの当

初予算でみておりますが、差額の1，000円につ

いてはクラブ予算も窮屈になっているので、参

加か否かにかかわらず、全員から負担して頂く

ことにしました。

（2）台湾訪問まで3ケ月足らずとなりましたが、

今後細かいスケジュールを決めるため、参加者

の中から実行委員を決めて検討していただくこ

とにしましたので、本日配付しました参加申込

書にこ記入の上、お帰りの際に事務局の七森さ

んにお渡し願います。参加の確定に至らない方

も、その人員把握のため見込みで提出願います。

四つの反省

3．競争者に対して：

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

いつも支払をよくしているか

なお、台中港区R．C．の童会長さんから手紙が

参っており、歓迎委員会を設けて盛大に歓迎申

し上げたい。ということでした。

（3）市の体育館前にある「四つのテスト碑」が倒

れたが、その辺りを駐車場にしたいのでどう処

理したらよいか。と市から電話で照会があった

が、クラブとしては、せっかく市民の心の糧と

して寄贈したものであるから、現在地に復元し

て欲しいと申し入れることにしました。

2．次の例会までの行事

（1）ロータリー関係の行事

今週の土曜日、10日は庄内分区のⅠ・G・Fが

行なわれます。昨夜はクラブ内の責任者の方々

の最終的な打合せがありましたが、すべて順調

に進行しており、ご苦労様です。フォーラムが

成功しますように当日役割をお持ちの方、そう



でない方も、クラブ一体となってど協力下さい

ますようお願い致します。

また、前日の9日は、5時半から平松リーダ

ー、大川副り一ダーを囲んで各モデレーター、

アドバイザーその他の関係者の打合せがありま

す。

（2）一般行事

明7日は立冬です。月山の雪もだいぶ下の方

までさがってきました。かぜをひかないように

お気をつけ下さい。また、7日はソ連革命記念

（二重亘牽き二）
G・S・Eの海外研修

振り返ってみますと、私

がG・S・Eのメンバーとし

て渡米したのは、今から8

年前の1976年のこと。幸運

にもアメリカ合衆国建国

200年祭の年でありました。

当時、私はローターアク

トクラブの会長として活動

していた時に、G・S・Eのメンバーとして派遣のお

誘いがあり、応募させていただき、メンバーに加え

ていただきました。

約2ケ月間の派遣期間のため、公務員である私と

しては、人事当局に対しその休職の取り扱いについ

て相談したところ、前例がないことから、かなり苦

慮いたしましたが、ロータリークラブのご協力と、

職場の上司の理解を得られ無事出発することができ

ました。

その後市職員の海外派遣（出張）も活発になり、

海外交流の一つのきっかけが出来たのではないかと

思っております。

私達は、山形R．C．の吉田良夫先生を団長に、藤田

利久（福島・短大助教助）、長谷川賢一（郡山・病

院言語療法士）、渡辺友洋（山形・会社経営）、柴

田健一（山形・会計士）、と私の5人のメンバーで、

9日は太陽暦採用記念日で、明治5年のこの

暦の切替えは、尺貫法からメートル法への切替

えどころではないとまどいがあったろうと想像

されます。

11日は一の酉、世界平和記念日ですが、何で

この日が世界平和記念日として定められたのか

寡聞にして知りません。

〔亘二亘二重j⊃　迎田稔君
○鹿児島西クラブからR・C．挨拶集がとといています。

をふりかえって

進　　藤　　　　昇　氏

第735地区のPENNSYL VANIA、MARYp

LAND、WEST VIRGINIAの3つの州、計41

のロークリ【クラブを廻り、会員の方々にホームス

ティし、アメリカの風土、風習を自分の目で見て、

感じ、また日本を理解していただくために交流を重

ねてまいりました。

海外経験のまったくない私にとって、不安と期待

の入り混った複雑な気持ちで羽田（当時は羽田が国

際線の発着空港となっておりました）を出発し、目

的地の735地区に入るまで、体の調整を図るため、

サンフランシスコで休養し、その後シカゴのロータ

リー本部を表敬訪門し、目的地へと向いました。目

的地では、9月15日～10月23日までの38日間滞在し、

滞在期間中カナダのナイヤガラ湊布を見せていただ

き、その後ワシントン、ニューヨーク、シカゴを見

学し、帰国の途中ロサンゼルス、ハワイと廻ってま

いりました。ちょうどハワイで休養の最後の日（10

月29日）、酒田市での大火災が報道されたことは今

でも記憶に深く残っております。

研修で勉強になったことは数えきれないほとあり

ますが、自分が日本という小さな国の一人ではなく、

国際社会の一員であるとの自覚を持てたこと、人間

として一廻り大きくなったことであります。

ホームステイしたロータリアンの家族からは、我

＼＼、＿ノ



が子のように接していただき、心の不安をやわらげ

て下さったことは感謝に堪えません。

又、習慣の一つであるチップの習慣についてであ

りますが、渡米する前に事前研修として種々の習慣

について勉強してまいりましたが、実際に現地に行

ってチップを払う段になりますと、なかなかスムー

ズに行かない場合が多くありました。しかし、考え

てみますと、自分のために仕事をしてくれる方々に

対し、感謝の意をこめて支払う習慣は、日本人のよ

うに謝意を内に秘めるものでなく、金銭という手段

を利用し、外にアピー／レするものと考えますと理解

できるような気がいたします。

アメリカの国土が広いこともあるでしょうが、日

本と比べ街づくりに対し、緑と空間を大切に考え、

環境を整備していることは、今、私が担当している

都市計画に大いに参考となっております。

これからの街づくりは、住む街から、生活の環境

を備えてゆく街づくりであると考えます。そのこと

からすれば、私の貴重な経験は将来とも色々な面で

行政に、又私生活に生かされて行くものと思われま

すこ

このような貴重な経験の場を与えて下さいました

ロータリー財団、又鶴岡ロータリークラブの皆様方

に対し深く感謝申し上げ、海外研修を振り返っての

スピーチとさせていただきます。

とうもありがとうございました。

〔j員会報菖つ

（親睦活動委員会）

会員誕生　　藤川享胤看．匹田良平君

佐藤　　衛君．鈴木善作君

佐々木冨彦君．丹下誠四郎君

奥様誕生　　飯野美和様．小林　　借様

小松久子（広穂）様

中田安子様．菅原和子様

佐藤夫佐子（英明）様

白坂一世様．丹下せい子様

（出席委員会）

◎年間皆出席

22年間皆出席　新穂光一郎君

6　　〃　　　藤川享胤君

3　　〃　　　　小松三雄君

◎10月100％出席・53名

秋野．阿蘇．阿部．張．藤川．飯白．石井．石

川．石黒．板垣（俊）．市川．飯野．川村．黒谷．

小池．小松（広）．小松（三）．加藤．塚原．息鉢．

三井（賢）．三井（健）・嶺岸・迎田・諸橋・松田

（貞）．松田（士）．中江．中田．斎藤（隆）．佐藤

（忠）．佐藤（順）．佐藤（衛）．佐藤（友）．佐藤（元）

新穂．菅原．鈴木（善）．鈴木（弥）．庄司・佐藤

（英）．佐々木．斎藤（昭）．白坂．高橋・丹下・

手塚（林）．内山．渡部．若生．山口．吉野．山川

（ス　マ　イ　ル）

吉野　勲君　　産業展に市の庁舎をお菓子で作り

お祝いしました。PRにも役立ち

ましたので。

津田晋介君　　娘が運転免許を取りました。

（ビ　ジ　タ　ー）

余目R．C．　　佐藤孝二郎君

温海R．C．　　本間儀左二門君・渡部晃雄君

鶴岡西R．C．　帯谷義雄君．斎藤正志君

羽根田正吉君

1984．11．7（水）

A．M．11：00′〉12：00

新穂設計事務所応接間にて

阿蘇：お約束の時間が遅れて

申し訳ありません。今日はよ

ろしくお願いします。

新穂さん：もう順番が廻ってきたんですか。早いで

すね。

阿蘇：ええ、もう12人様ほどインタビューしていま

気－・・鮎



す。ところで新穂さんは、ロータリーに入会した当

時と現在とで心のおきどころということで違いがあ

りますか？

新穂さん：それはありますね。私が入会した時は34

・5才のときでね、我儀なこともあったし、本音も

言い合ったこともありましてね、他の人を傷つけて

しまったこともあったかと思いますよ。

阿蘇：それで今とは変ったと言いますと？

新穂さん：いやね、当時はね、勉強したいと思って

も、する資料もないしね、又感性、フイ【リングの

差といえはよいですかね、どうも自分の考えが私自

身はよかれと思っても、それが一般的でないという

ことで。感性の差がつくづく思いさせられたようで

すね。

阿蘇：そうですね。今のロータリーは感性の差を通

すことが出来るということでは、進んでいるという

ことですかね。ところで、企業・会社という立場か

らの信条はありますか？

新穂さん：いや私はね、商人という手をすり合せて

お願いするということは、今もって出来ないのでね、

ただ、地元の利を得るためには努力していますよ。

阿蘇：どんなところですか？

新穂さん：それはね、建築設計監理協会という組織

で利を守ったり、情報交換の場にしていますよ。

阿蘇：お話しは変りますが、新穂さんの趣味という

ことは何ですか。

新穂さん：それは食べ歩きです

かな。とにかくうまいものを食

べる為には、どこまでも行くと

いうことかな。

阿蘇：私も食べる方は負けない

のですが、どこまでも行くとい

うことはないですね。

新穂さん：食べ物を追ってね、台北から台南へ、又

ニューヨークでも飛行機に乗って食べに行った生の

ハマダリの味は忘れられませんね。

阿蘇：新穂さんは、お仲間の中でも、又ロークリア

ンの中でも調理の免許を持っておられることで有名

ですが、とろうと思った動機は？

新穂さん：それはね、食べることが好きということ

からね、食べてくれる人や食べているときにね、自

信をもって調理や味について話せるし、同じことを

言っても説得力があるでしょう。

阿蘇：そういうことですかね工。

新穂さん：そうですよ、いろいろのものを調理して

もね、3分の1は安くできますしね。まじめに、い

い材料も選べるしね。でもね、私はね好き触いが激

しいですよ。そしてね、その土地のうまいもの探し

にはラーメンが一番ですよ。安いということもあり

芸芸ミミ芸這さんはヘビ年生れで細石的－

すか。執念深く、うまいものを菜票差ヒ

探して歩くということの表れですかね。

新穂さん：いや私にはね、ヘビ年ということはあて

はまることはあまりないですね。

阿蘇：いろいろのことをお聞きし、とんなことにな

るか分りませんが、記事になるようにしてみます。

どうもありがとうございました。

（今週の担当者　手塚　拓）

ロータリー用語便覧仙

出席規定の適用　適用が免除されるの
免除　　　　は、①長期にわたる

病気または傷害のため例会を欠席する

場合、クラブ理事会の承認を得て、そ

の知間中、出席規定の適用が免除さ

れ、クラブの出席記録には算入されな

い。－標準クラブ定款第8条第5節C項。㊥通算

20年以上ロータリークラブに在籍していて、年齢65

歳を越えたシニア・アクチブ会員またはバスト・サ

ービス会員は、本人の希望により理事会の承認を得

た上で、同様免除されることができる。

くl・いい　　　　フナ‾川　†上欄lJL．り　し｝　　7、　LI川＝」0　27　告、日出ト

ト日，‡ト】J r　－．HJJ是IHJ ILl湖J＝会．萩所】ノ」　一芸⊥川1日ご持　2‘・7711

■l・　11．川右行吊兄川」拍佃裾．1．JtL六一　　例会「！　川一週ノノ州Il　′卜伎12こうしトlい
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㊤　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

四　つ　の　テ　ス　ト

（∋　好意と友情を深めるか？

（∋　みんなのためになるかどうか？

職業奉仕

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

自ら誠実、正直、善意の手本を示しているか

（会長報告つ
川村徳男君

1・10日のLG・Fは各実行委員会の周到な準備の

お蔭で落ち度なく円滑に運営され、会議、懇親会

ともに大きな成功を納めることができましたこと

を感謝申し上げます。あとは記録が残っておりま

すが、委員の方々大変ご苦労様ですが、よろしく

お願い致します。

2．本日の持ち廻り理事会でクリスマス家族会を例

会変更で行なうことが承認されました。12月18日

5時半から第一インということです。特に平素ご

苦労をかけている奥様をぜひ、また、お子様、お

孫さんなど多勢出席され、賑やかなクリスマス例

会にして頂きますよう私からもお願いを致します。

3．台中港区R・C．の童会長さんから、米山奨学会委

員長の高椿さんと会長の連名の宛名で手紙が届い

四つの反省

3．競争者に対して：

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

いつも支払をよくしているか

ています。1つは9月18日の会長報告の中で申し

上げました、前会長の察さんの知人の米山奨学金

のことで高橋委員長のど配慮に対するお礼とその

後の進行について、もう1つ蜂当クラブの台湾訪

問の歓迎についてで一した。理事会で歓迎会のメン

バーが決まフ禿こと、歓迎内容も書道、図画の展

覧会、余畠所持盆栽の展覧、日本人学校の先生及

び生徒を歓迎会に招待するなど、姉妹クラブ締結

10周年を祝して愉快な宴会になるよう計画をして

おります。ということです。大変勲のこもった歓

迎会を準備しておられる様子なので、これに応え

る意味でも、ぜひ多くの方が参加されますよう重

ねてお願い致します。

4．本日入会されました皆川光吉さんの所属委員会

をS．A．A．とします。

5．次の例会までの行事



（1）ロータリー関係行事

18日（日）は温海R．C．の創立15周年記念式典が

蔑国屋で行なわれますが、大変おめでたいこと

です。これには会長・幹事が招待を受けており

ます。

（2）一般行事

15日は七五三ですが、三才は男女児、五才は

男児、七才は女児というのが普通です。昔は吉

日を選んで各家庭でお祝いをしたのですが、江

戸時代の末期の頃から11月15日にお祝いするよ

うになり、現在のように着飾って神社にお参り

するようになったのは大正時代に入ってからの

習慣だそうです。鶴岡で一般化したのは戦後で

はないでしょうか。もともとは武家社会で子供

の成長の節目に当って行なわれた、三才の「髪

置き、五才の「袴着」、七才の「帯解き」の儀

式にちなんだお祝い事で、本来は数え年でする

のが本当なのでしょうが、子供さんや家庭の都

合で満年令でする場合もあるようですが、要は

子供の健やかな成長を願う心が表わせれば、ど

ちらにとこだわることはないと思います。

また、15日は狩猟解禁ですが、対象の動物や

地域によって期間の長短があるようです。狩猟

をなさる方はもちろん、この期間中にきのこ採

りなどで山に入る方、充分気をつけて下さい。

19日（月）は、鶴岡地区税務関係団体協議会

（友野重也会長）から、オピニオン・リーダー

との懇談会に出席依頼がありました。内容は来

週報告します。

（旦事報告〕　迎。稔君

0例会時間・場所変更

・温海R．C．11月19日の例会は15周年記念式典

の為11月18日（目）に変更。

12時15分点鐘

・鶴岡R．C．11月20日、会場変更して産業会館

5階に致します。

・LG．F　　負担金1，000円出欠にかかわらず

納入下さい。

○回覧　東京R．C．会報

トG．F開催のお礼

庄内分区代理　大川俊一君

11月10日に行われたⅠ．G．F、鶴岡クラブの皆さ

んには大変苦労をいただき、どうもありがとうござ

いました。会長の報告の通り無事終了致しました。

平松バストガバナーからは大変和気あいあいの中に

熱心に討議があったと大変結構であるとおはめの言

葉がありました。私の仕事は公式訪問のお手伝いを

することと、Ⅰ．G．Fを主催するという二つの行事

が終りまして、閉会の挨拶で申しましたら、懇親会

の席上で分区代理から、のんびりされては困ると、

こっちのクラブに来てロー∵グリークイズの解説をし

ろと話があり、2～3伺い、種本は仕入れ致して解

説のため勉強しています。本日はこちらのクラブで

クイズを渡されているようです。この中で解説なさ

れるようなことがありましたら、種本の一部に加え

たいと思います。

松田委員長初め、新穂さん、上野さんのアドバイ

ザーほんとうにありがとうこざいました。

（新会員紹介）　渡部利夫君

皆川光吉さんは、銀座で皆川運動具店の社長さん

であります。昭和4年11月18日の誕生でありまして、

こ家族は奥様、おかあさん、お嬢さん二人の5人家

族であります。皆川さんを紹介するにふさわしい方

は、同級生の新穂光一郎さん、山村さん、エビスヤ

の社長さん多種再々であります。趣味はど商売に関

係あるゴルフ、スキーであります。

ど　挨　拶

皆　川光吉君

只今ご紹介いただきまし

た皆川です。本日歴史ある

鶴岡ロ【グリークラブの会

員として入会することにな

ヽ＿■ノ



りました。無学無能ではありますが、諸先輩の絶大

なるご指導をお願い致しまして、ロータリークラブ

〔β員スピーチ」

の会員として恥ないようにがんばります。よろしく

お願い致します。

t．G・F・を　終　え　て

去る11月10日の忙しい一

日を第253地区庄内分区の

インクトーシティ．ゼネラル

．フォ膚ラムを、バストガ

バナー平松信武氏を迎えて

開催致しました。鶴岡R．C．

にはホストクラブとして、

又、全員参加をしてもらい

本当にありがとうこざいました。

ロータリー歴の浅い私にはフォーラム委員長とい

う大任は大変荷が重かったのですが、さいわいベテ

ランの小池繁治さん、才能ある若生さんの両君の力

強いこ援助をいただき、無事終了させていただきま

した。又、川村会長初め全会員の協力を賜りまして

本当にありがとうこざいました。当初どんな大会に

しようかと考えましたが、和気あいあいと楽しい大

会にと思いました。でも、限られた予算でしたので、

ホーム．フォーラムとでも云いましょうか、家族の

中で話し合うような雰囲気で話し合いをしてもらお

うと頑張りました。

内容的な事について申し上げますと、深くは理解

はしておりませんが、結論を引き出す事にこだわら

ずに、ロータリ【クラブの皆さんの意見交換の場で

あると感じました。年に一度、庄内分区のR．C．が一

堂に会し、自分のクラブをよりよいクラブにする為

に切磋琢磨している姿を見て大変若さを感じました。

只、内容的には分科会方式が良かったのか、全体会

議が艮かったのか、分科会の数が適当であったのか、

クラブの身近な問題をテーマに討論会を開催してお

りますが、ロータリーと全く関係のない地域の問題

を取り上げて、提言者を部外者の方を起用して勉強

会を行ってもよかったのではなかったかと思いまし

松　田　士　郎　君

た。たとえば、今地域で話題になっている庄内空港

の問題一つ取り上げてみましても、庄内分区全体の

深い感心事であり、取り上げてみたかったテーマで

あったように思います。

参加者について申し上げます。鶴岡R．C．初め、鶴

岡西R．C．より全員参加をいただきました。総員で、

215名の申込者があった事を報告いたします。これ

も伝統ある鶴岡クラブがホストクラブであった為か

と思います。フォエラムSA．A．の方々には佐藤元伸

さんを委員長として大変お忙しい中を、きめ細かな

会場設営をしていただき、当日は朝8時から準備を

してもらい感謝を申し上げます。特に讃二分科会は

大変せまい会場であり、配置に大変苦労されました。

当初会場を中央公民館と考え、日時に合わせ交渉し

ましたが、懇親会の関係とかで利用出来なかったの

が残念です。せっかくすぼらしい施設が出来たので

是非利用したいと頑張ってみたのですが、懇親会場

を隣りの婦人会餌を利用してはと考え、行なおうと

したのですが、婦人会館は婦人以外の利用まかりな

らぬという規則があり、産業会館に落ち着いた次第

です。

記録委員会の方々には阿蘇司朗さんを委員長とし

て、各分科会の記録と司会という日の当らぬ部門を

担当していただきました。又、その記録をもとに報

告書という最もやっかいなものをお願いし、最後ま

でど迷惑をおかけいたします。第一分科会の報告の

中でも報告書についてはあまり細かいところまで報

告する必要はないのではないかという意見も出され

ております。要点のみの報告書でよいのではないか

と考えます。

接待親睦委員会の方々には三井健さんを委員長と

して、昼食と懇親会の準備をしていただきました。



昼食については、冷たくなってもおいしいものとい

う事で中江さんに大変勉強していただき、準備をし

ていただきました。大変おいしかったです。懇親会

には三井健さんにお骨折りをお願いし、大変苦労を

おかけしました。特に懇親会では男性ばかりの中に

花を添える意味でホステスさんを調達してもらい、

集めるのに大変苦労なされたとお話を聞きました。

夜の部で大変散財をおかけしたのではないかと思っ

ております。又、折詰も大変低廉な価格で提供して

いただき、重ねてお礼申し上げます。

総務会計委員会の方々には渡部委員長さんをはじ

めとして、これからの決算の方よろしくお願い致し

ます。以上、私見を交えてご報告申し上げます。

（ス　マ　イ　ル）

丹下誠四郎君　　6月の受賞記念を店の酌でNH

Kの取材、本日午後6時30分放

送のお礼

川村徳男君　Ⅰ．G．Fを終了して

早坂徳治君　　市制60周年記念市功労者として

表彰。7日に祝賀会を開催して

（ビ　ジ　タ　二）

温海R．C．　　佐藤五右衛門君．阿部一大君

本間新之壷君

鶴岡西R．C．　大川俊一君．菅原隼雄君

瀬尾助三郎君

ロータリー用語便覧㈹

人頭分担金
各クラブは国際ロー

タリーに、そのクラ

ブの正会員、シニア・アクチブおよび

バスト・サービス会員（名誉会員は除

く）一人当り年額米貨17ド／レのR．Ⅰ．分

担金を毎年7月1日および1月1日硯

在の会員数に応じて分納しなければならない。（国

際ロータリ【定款第9条、国際ロータリー細則第15

条第3節）。

この分担金をPer Capita Dues（人頭分担金）

という。

スポンサー．ク　新クラブ結成に助力し、その後も
ラブ　　　　国際ロータリーの一員として新ク

ラブが速やかに成長するよう指導の責任を引受けた

クラブのことをいう。具体的には、新クラブ結成に

あたり、ガバナーに協力する特別代表の属するクラ

ブが、スポンサー・クラブになる。

3－Hプログラ　Health Hunger ard HunⅥrdty

ム　　　　　programのことで、「健康を増

進し、飢餓状態を緩和し、世界中の人たちが人間と

しての、また社会全体としての発展を計る」という

願いをこめて、R．Ⅰ．理事会が新たにR．Ⅰ．75周年記念

基金としての特別基金を創設したものである。この

基金は、児童および成人に対する伝染病の免疫処置

を世界に実施するというもので、ロータリーの存在

理由を世界に間うに足る内容をもつ大規模なもので、

国際奉仕計画に使われるプログラムである。資金源

は全世界のR．C．であり、各R．C．はこのための資金募

集活動を計画するように要請されている。そして会

員一人当り最低15ドル、または一クラブにつき1500

ドルの寄金を伎なったR．C．は特別表彰を受けること

になっている。

3－Hプログラム実施のための世界委員会が設置

され、各15人の委員からなる3つの小委員会が編成

されている。すなわち、①栄養不良が原因の伝染病

や機能障害を撲滅・減少させる計画を担当する委員

会、④食糧増産、食糧の処理・配分改善のための飢

餓追放計画を担当する委員会、④教育・社会文化環

境、職業、人間の精神状態という面での水準向上を

計る人間性尊重の計画を担当する委員会の三つであ

る。これらの委員会は18ヶ国の人々で構成されてい

る。

（今週の担当者　斎　藤・昭）

rJ r′．　フート丁軌十二　日片付封∴り　し）　トルビ　ri冊Ⅰ．H F）27　211拙【メ▲
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圏蚕重義盛衰妻≡－
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壬歪糾冊亨‡．許、烹懐手曇　一二気遥　手芸展）
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曇州縛徳男　ノ簑遊園　穂　と一　一‾訂国許罵羞勘　一　妻＝璃誠簑　恵至難転意野　蚕　≡　さ＝＝新穂発≠腰告打欝㌫凋釦

㊨　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

四　つ　の　テ　ス　ト

㊥　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

職業奉仕

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

自ら誠実、正直、善意の手本を示しているか

（会長報告）
川　村徳男君

1．本日は教育110番の第3回目です。今日は大変

順調に相談が入っている様子ですが、例会が終了

しましたらぜひ四階の相談室に寄って、親しく状

況をご覧下さるようお願い致します。

2．税務関係団体協議会主催のオピニオン．リーグ

【との懇談会に出席しましたが、11月11日から17

日までの税を知る週間に行なった行事や、県市町

村に税がどの程度還元されているか、など税務署

側の説明があり、申告納税制度の浸透を図る方策

について協議が行なわれました。貰ってきた資料

を回覧します。

3．本日の食事はS・A・Aのきも入りでバイキング

になりました。変化をもたせ、楽しい時間にしよ

うという計画で試みられたことですが、何分初め

四つの反省

3．競争者に対して：

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掛こつとめているか

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

いつも支払をよくしているか

てのことで何かとむずかしい事もあったと思いま

す。これを一つの経験として会員の皆さんのど意

見によって、より良い方向に前進されるようお願

いします。S・A・Aのど配慮ど苦労さまでした。

4．次の例会までの行事

（1）ロータリー関係の行事

来週の例会は27日ですが、11月の最終例会で

すので年次総会を行ないます。できるだけ多く

の方が出席されるようお願いします。

（2）一般の行事

23日（金）は勤労感謝の日、24日は加藤防衛庁

長官の就任祝賀会があります。

〔‾‾‾幹事報盲つ　迎田稔君

○ロータリー名言カレンダー申込書到着

○えとねつけ申込



ビニール袋入　　　650円

紙　　箱　　　　　750円

桐　　箱　　　　　800円

〔委員会報告‾）

1月25日よりの訪台コースの説明

〇第265地区大和高田ロータリークラブより地区大

会のご案内が来ております。

日　時　1985年4月20．21日

白　坂　久君

目次 �月　日（曜） �地　　名 �現地時間 �交通機関 �予　　　　　　　定． �食　事 

1 �60年 ㌧ �羽　田　発 �8：50 �CIO19 �ジェット機にて台北へ �（機内） （⊃ 台北着 台中着 �11：00 16：00 ��バスにて台中へ �○ × 

（金） ���ノi　　ス �途中レストランにて昼食 　　　　＜台中泊＞ 

2 �悠6 （土） �台　中　発 �午　　前 �ノマ　　　ス �台中市内観光 （台中公園・宝覚寺など） �○ ○ 

（ 台　南 i �（2時間） （40分） ��台両市内観光 途中レストランにて昼食 　＼二二／‾ナナ＼ 

（赤巌楼・延平郡三岡・安平古墜） 高雄市内観光 

○ 高　雄　着 �午　　後 ��（寿山公園・澄盾湖・春秋御閣） 　　　　　く高雄泊＞ 

3 �＼丁 （日） �高　雄　発 �10：00 �CI276 ノミス �航空機にて台北へ �（⊃ 台　北　着 �10：50 ��鳥来観光 途中レストランにて昼食 台北市内観光 （竜山寺・孔子廟） 　　＜台北泊＞ �○ 

× 

4 �悠8 （月） �台北発 羽田着 �12：20 16：10 �CIOO2 （詐誤6） �朝食後空港へ ジェット機にて帰国 �（⊃ （機内） （⊃ 

11月20日P．M．0時半からP．M・1時半まで産業会

館5階ホー／レで例会が行われ、食事はバイキング方

式で行った。食べ終った後、各テーブルからお一人

位つつ感想をお聞きしました。

ビジター代表東京旅河正美さん一東京で一ヶ所だけ

かな。時々やるところはあるよ。今日はバラエ

ティにとんで良いと思うよ。

秋野さん【手軽で艮いね。

中江さん一月一回位は艮いね。片付けるのが大変か

な。うまかったよ。

菅原さん「結構でした。月に一回あった方が艮いね。

西クラブ加藤石偏さん【手軽で良いし、楽しい寡囲

気ですね。

高橋さん－バラエティがあった食事で良いですね。

二ケ月に一回はあっても良いですね。

新穂さん一このテーブルの人々はみんな結構だと言

っていますよ。二ケ月に一度位よいね。暖かい

ものが食べられて良いと思うよ。

上野さん【時間が最初少しかかるね。しかし自分の

好みで、量も自分の好きな分だけとれるし良い。

年三回位はあっても。設営する人は大変だね。

斎藤昭さん－メニューが豊富だし、好きなものがと

れて食欲も出る。度々やってほしい。年四回位

かな。

、、．－ノ



迎田幹事一量の調節が出来て良いね。内容が良いよ。

又、普通の食事と料金も同じだしね。…（料金

のことを感じているあたり幹事さんらしい）

川村会長一津田先生から言われて、S・A・Aの方に

お願いしたのですよ。エルサンの社長にも御無

理をしてもらいました。などやかな募囲気で、

S・A・Aの方々の決断に感謝しています。人手

がかかるので二ケ月に一回位良いね。成功だっ

（ス　マ　イ　ル）

佐藤友吉君　　新社屋の竣工と荘銀藤島支店の竣

工を祝して

（ビ　ジ　タ　ー」

温海R．C．　　渡部晃雄君

東京北R．C．　旅河正美君

立川R．C．　　滝　　禅源君

1984．11．15（木）

A．M．11：30～12：10

鶴岡薬局．鈴木弥一郎さん宅で。

阿蘇：丁度お忙しいところにお

邪魔してしまい申し訳ありませ

ん。順番が廻って来ましたので

一つインタビューを。

鈴木さん：いやいや、阿蘇さんが来られてはいくら

忙しくても仕方がないですよ……（そばで奥さんが

二ヤニヤ笑いながら、あの記事は良いですね。御苦

たと思いますよ。

山口副会長一種類があって、好き嫌いの方も食べら

れますね。時間が少しかかるのかな。たまには

良いね。二ケ月に一度位かな。

（最後にコーヒーショップで）

吉野さんと三井健さんのお二人一良かったですよ。

あれに一杯付けば、なお良いのでは。アッハッ

ハッ／ヽッ日日＝

労さまです）…‥・と言われて、取材の私も満足顔。

阿蘇：それでは早速。鈴木さんは昭和38年11月に入

会されておられますね。先程19年間皆出席のお祝い

を受けられましたね。

鈴木さん：ええ。しかし、入会当時はね、約2年間

程は行ったり、行かなかったり、1ケ月1度位の時

もありましたよ。

阿蘇：それがまたどうして19年間の皆出席ですか？

鈴木さん：やはりね、はじめはね偉い人がいるとい

うことの威圧感もありましたしね、芽囲気に慣れな

いこともありましたよ。それがね、いろいろの人の

スピ【チを聞いたり、奉仕活動のいろいろを少しづ

つ体験してゆきますとね調子に乗りましてね、19年

間ですよ。

阿蘇：やはり、心の置きどころを自分で見つけるこ

とですね。中に自分から入ってみるとすはらしい事

にも気がつきますね。

鈴木さん：ええ、そうですね。調子に乗ったという

ついでですがね、情報委員会を3年続けて経験しま

してね。亡くなられた早坂バストガバナーからは、

一．〕



教えられたり、叱られたりしながら勉強したもので

すよ。

阿蘇：努力をしたんですね。そして8年前に会長に

なられたのですね。

鈴木さん：なったと云うよりはやらせられたという

ことでね。困ったことが一つありましてね。

阿蘇：何でしたか？

鈴木さん：それはね、恥かしい話ですが車の運転が

出来ないことですよ。

阿蘇：それは大変だったでしょ・うね。最近はどこへ

行くにも車ですからね。それでどうしました？

鈴木さん：それはね、中江さんを幹事にお願いして

ね、どこへ行くにも中江さんとダブルでしたよ。中

江さんは御迷惑だったことと、今も恐縮しています

よ。

阿蘇：話しは変りますが、当時のロークリ【と今の

ロータリーと変ったところは。

鈴木さん：まず人数ですね。30名近く増えましたし

ね。それから青少年委員会がなくてね。私の会長の

時に平松バストガバナー（先月のⅠ・G・Fにお出に

なりましたね）の提案でね、国際壷仕委員会から分

離したようですね。

阿蘇：他にありませんか？

鈴木さん：ああ、そうそう、当時安藤定助さんが婦

人部の活動に力を特に？入れましてね、奥様の行動

が今よりは活発でしたよ。阿蘇さんもどんどん奥さ

んを惜しがらずに出して下さいよ。

阿蘇：恐れ入ります。ところで御趣味は？

鈴木さん：そうですね、まあ園芸ですかね。小さい

盆裁などいじったり見たりするのは好きですね。も

っとも忙しくてなかなかですかね。

阿蘇：鈴木さんはお生れは犬

年ですね。可愛い犬のイラス

トを入れて、何とか記事にし

てみます。いろいろありがと

うございました。はめていた

だいた奥さんによろしく。

ロータリー用語便覧㈹

毎年、各地区で開催
地　区　大　会

され、親睦・交歓、

地区内の問題や国際ロー∵グリー全般に

関する問題の討論が行なわれ、ローク

リ【のプログラムの推進が計られる。

大会は地区ガバナーの計画・主宰に開

かれるが、開催地と日取りの決定には、地区内クラ

ブ会長の過半数の賛成が必要とされる。ただし、開

催日は、国際大会・国際協議会・地区協議会とかち

合わないように選ばなくてはならない。また会期は

2日以上。会食・余興等を除く本会議その他の主要

な行事が少なくとも9時間以上を占める日程を組ま

なくてはならない。R．Ⅰ．理事会の許可を得れば、2

つ以上の地区が達合して合同地区大会を開くことも

できる。ただし、連続2年を越えての合同大会は望

ましくないとされている。

討　　　　　議
国際大会提出の議題の討議および

規定審議会における議案の討論、

国際大会における委員会の報告、大会への伝達の項、

提出制定案および決議案ならびにその修正案、その

他すべての動議は、会議の習慣により討論の必要な

きものは除いて、大会議場において討議することに

なっている。

討議にあたっては、異議申し立て以外は、同一人

は同一議題につき同日一に二回を越えて発言しない

ことになっている。同一議題に対して末だ発言して

いないロータリアンが発言を求めた場合には、二回

目の発言はこれに譲らなければならない。なお、一

回の発言は五分以内とされている。この規定は、ロ

【タリーの他の討論の場合にも適用することになっ

ている。

（今週の担当者　忠　鉢　徹）
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四　つ　の　テ　スト

㊥　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

芸転封胴蹄徳男　鴨週間　篭ブ

出席報告：

㊨　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

職業奉仕

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

自ら誠実、正直、善意の手本を示しているか

（j長報旦⊃
川　村徳男君

1．市の体育館前の四つのテストの碑は、現在地に

復旧するよう菅原辰吉さんから市教育委員会に申

し入れをして頂いた結果、その通りに復旧してお

りましたので報告します。菅原さんどうもありが

とうございました。

2．元会員の白井重麿さんが25日死去されました。

白井さんは昭和43年6月11日から45年3月23日ま

⊂ゲストスピーチつ

大鳥池（湖）の伝説

四つの反省

3．競争者に対して：

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

いつも支払をよくしているか

での約1年9ケ月正会員として居られ、その後鶴

岡市長として名誉会員でクラブの発展に寄与され

ました。まことに惜しい人を亡いました。葬儀は

29日ということですが、クラブを代表して哀悼の

意を表して参ります。

⊂亘こう「哀‾す）迎田稔君

○山形R．C．、山形西R．C．、鶴岡西R．C．会報到着、回

覧中です。

「タキタ　ロ　ウ」に　つ　い　て

鶴岡市立第一中学校　梅　本　春　雄　先生

1．概　　　要

新潟県境、朝日連峯以東岳（1771m）のふもと



ブナ林の原生林につつまれ

た亜高山湖、古くは藤之池

と呼ばれていた。

同地の成因は山形高校教

授、故安斉徹氏によれば、

大規模な山崩れによる堰止

湖が有力である。（以前は

断層陥没説）

規在の湖面標高852．5m、面積0．408扇、深度

は50mノ〉65m（最大水深687花）、湖岸線延長3・2

丘甥で、わが国ではめずらしい花崗岩地にある湖で

ある。

2．幻の怪魚？タキタロウについて

長年、神秘的に同池の主として語りつがれてき

た。一般的な言い伝えによると、体長7尺～1丈

の怪魚、龍太郎とも竹太郎とも言われてきた。村

人の間では、口は三つ口で兎に似ているとか、尾

びれが大きくて、まるで農作業に使う「ミ」のよ

うであったとか、下あごがめくれ上っている、体

表をおおうアブラが厚くて、焼くとそれが焼える

だけで、肉はうまく焼けないなどという話もある。

尾びれの形は三味線のパテのように末端が平らで

切れ込みがないし、肉は赤味、美味であり、体の

表面はぬめり、茶褐色でナメコ色と言う。

学問的な分好では、既知のイワナ、アメマス（エ

ゾイワナ）、ヒメマス、イトウなどには入らない

別種の魚ということを主張する地元の方が多い。

クキタロクは、他の魚の名を冠することはできず、

あくまでタキタロウとして分類すべき別種の魚類

と考えているのである。

一一以上「大鳥池調査報告」より　昭58．2～刊一一

〇昨年9月13日～17日、第1回大鳥池調査の科学的

な学術調査に基すくタキタロウ捕獲を企画したが

成功しなかった。本年も昨年とほぼ同一メンバー

による調査団で9月21日から同月一杯をメドに学

術調査に取り組んでいるが、村人、あるいは地元

の小学生の作文では、このままそっとしておいて

l川1

伝説の魚のままの方が良いとの声が大である。

（ス　マ　イ　ル）

小池繁治君

内山喜一君
）海外視察より無事帰国して。

しビジ　タ二」

今回はなし

クラブ年次総会

会長　川村徳男君

1985～1986ロータリー年度の役員選考について

選考委員として

新　穂　光一郎　君

中　江　　　亮　看

内　山　喜　一　君

川　村　徳　男　君

佐　藤　順　治　君（次期会長エレクト）

5名が選出されました。

ロータリー用語便覧㈹

ロータリー・クラブ
予　　　　　算

の予算と国際ロータ

リーの予算の二つがある。前者はクラ

ブ理事会の作成、または作成させて承

認する。理事会が承認を議決すると、

その後別段の決定が行なわれない限り、それがその

年度支出の限度となる。

国際ロータリーの予算は、毎年、理事会の任命す

る財務委員会が原案を作成し、理事会の検討や必要

な修正を経て、採沢ということになる。採択された

支出予算は支出の限度を示すもので、理事会が別段

の決定をしない限り、支示超過は許されず、むしろ

可能なかきりの節約がのぞましい。

（今週の担当者　福島三郎）
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㊨　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

四　つ　の　テ　スト

㊥　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

「㌻‾妄‾亘j⊃　川パ村徳男君
1．先週の年次総会で次期の会長イレクトと副会長

の選任について指名委員会が委任を受けましたが、

慎重に協議し、ご本人の内諾を得まして発表をい
たします。どうか皆さんの温かい柏手をもってこ

同意をお願いします。
会長イレクトに山口篤之助さん、副会長に吉野

勲さんと決まりました。
とうもありがとうございました。お二人には大

変ご苦労様ですが、よろしくお願い致します。
2．定例理事会の報告

たら汁会を、台湾訪問の関係もありますので

1月22日（火）とし、例会変更で行なうことにしま

した。時間、その他については、後目親睦活動委

員会に決めていただきます。
なお、田中バストガバナーが、庄内の鱈汁とは

どんなものですかと、言っておられたと聞きまし

たので、この機会にガバナー、バストガバナ【及

び夫人を何名かご招待することに決定しました。

3．11月30日に一日警察署長を務めてまいりました。

鶴岡R．C．の会長ということで委嘱されたのですが、

警視の礼服を着て、幹部職員の朝礼に出て訓示を
した後、署内各課と鶴岡中央及び湯の浜の派出所
を巡視して、前日の業務や事件の報告を受け、こ

れに対して、日頃のこ苦労に感謝を申し上げ、今

後とも社会を良くするために努力していただきた

（会員スピーL）

いとお願いしてきました。

鶴岡警察署の地下は射撃場になっていますが、
全国でもここたけだそうです。音は絶対に外部に

洩れない構造になっているということです。
4．次の例会までの行事

（1）ロータリー関係の行事は特にありません。

（2）一般の行事

平穏に暮している大部分の人には馴染みの薄
いことですが、今日4日から10日までは人権週

間です。日本ほど人権とか自由とかが尊重され
る国は少ないのではないのでしょうか。どうか

するとゆきすぎという感じのする時もあるよう
に思われます。昭和24年から実施されています。

8日は針供養です。いつも堅い物に刺してご

苦労をかけている針に感謝の気持ちを捧げるも
ので、折れた針を、この目ばかりは軟い豆腐に

刺して供養するという、日本女性の優しい、い
たわりの心が感じられる習慣です。針供養は2

月8日にもあります。

9日は大黒様のお歳夜ですが、「紳よ、お前

もか」と言いたいほど高級魚化してしまい、で

んがくなどとても食べられそうもないとこぼす

向きが多いようです。
9日は障害者の日でもあります。

〔車事報告つ　迎。稔君
○回覧　温海R．C．活動計画．活動報告書

ヨ　ー　ロ　ッ　パの旅を終えて

10月下旬より11月上旬にかけ約2週間ヨーロッパ

パリ、スイスの田舎の方を旅して参りました。

ァンカレッジよりパリに向う折、マッキンレ【山

三　　井　　　　徹　君

脈の雪の美しさはすはらしいもので、探検家植村さ
んが眠っていることを思い出した次第です。

◎パ　リ



オリエント急行列車はロンドンからヨーロッパま

で走っている豪華列車に乗り、パリからベニスの

旅をしたが、中にはきれいなレストランもあるが、
古いのでゆれて、あまり感心しませんでした。
・画家達のパルピソン村

パリから約60肋のところに、ミレ」が住んでいた

画家の村として有名であります。ミレーはノノ1マン
ディーの生まれで、画家としての仕事はパルピソン

村で、その家も残っておりますが粗末なもので、ミ
レーの画は立派な美術館に保管されており、ミレー

館は田舎の粗末な家であり、パルピソン派と風景画
家の一派で作られたのです。

・パルピソン村の物語を一つ

羊描きのラファエロフと呼ばれ、皆から尊敬され
ていた画家がシャルジャックで、ミレーの友人であ

り、同じ頃パルピソンにやって来ました。又、ミレ
ーが尊敬しており、よく家に通ったのか風景画家の

テオドール．ルソーです。ルソーが亡くなる時もミ
レ仁一はそばについていたし、遺言で／レソーから譲り

受けたものもありました。この二人のななめ横顔が
重なったブロンズ製の記念板がフランス学士院のメ
ンバーであったアンリシャピュによって彫られ、森

の入口のアプルモン谷の斜面に飾られてあります。
ミレーの時代は1850年。今から百数十年前である

が、ミレーの書いた田園風景は昔のまま残っていま
す。ハルビソン村から続いて2万ヘクタールのフォ
ンテーヌプロの森があり、ここには小さな町があり、

ナポレオンが愛用したというフォンテーヌプロのシ

ャトウがあります。
・ユネスコ本部に立ち寄る

ここで松本慎二氏のお話があり、今ユネスコが大

ゆれして、12月にはアメリカの脱退が決まる見込み
であり、あまり明るい空気ではなかった。国連の平
和機関の中に政治が入って、政治的対立でもめてい

る。途上国がどんどん加入しまして数が多くなり、
途上国の資金を出すのは聯員1人分の給料位しか出
さないが、会議の決定棒は同じでは、総予算の25％
を出しているアメリカとソビエトの投票ということ

になると同じでないかということで、アメリカは、

自分の考えは通らない、東西南北の対立のむずかし
さがある。松本氏の見解では、アメリカ国内委員会
の諮問機関では41対4で脱退すべきでないとの世論

もあるので、脱退しても1～2年たては復帰するの
でないかとの見通しもある。

・こぼれ話

パリで、大阪出身で医者の一人娘で、OLをやり

ながら大学に通う、12～13年も滞在している女性の
ガイドで案内をしてもらった。その中で、パリのO

L、キャリア．ウーマンは子供はほしいが、結婚生

活は好まないという空気が強く、又、ガイド嬢も同
じ考えであった。めずらしい風潮でないかと思う。
知りあいで、カトリックの洗礼を受けた男の子が

亡くなり、その葬式が日本で行われたというのでお

礼をしようとカトリック寺院を回ったが、どこも教
会の扉を閉じて神父もいないので困ったところ、一
カ所開いて信者がおりましたので聞いたところ、熱
心な信者がなく、教会をあげていると品物や美術品
の盗難が多いとのことでした。

スイスの駅で、若い兵隊さんがきれいな軍服を着
て、大型自動小銃を持って除退するのを見た。スイ
スでは徴兵で一定の期間訓練を受けて除退するので、

その折武器を持って帰り、家で手入れをして、いつ
でも使えるようにしている。スイスは中立国である
が、軍備は強い。
茶道裏千家家元、千宗室宗匠がローマ、バチカン

大聖堂サンピェトロ寺院で献茶式を行うことは、特
に異教徒が献茶をやることにびっくりしたと同時に

時代がそうしたと思った。

次期副会長あいさつ

吉野　　勲君
副会長をかたく辞退したが、皆さんの絶大など支

援によりやっていきますので、何分宜敷くお願い申
し上げます。

〔季員会報＿草」

⊂堂クーアクト委員牟」　佐々柏彦君
インターアクトクラブ会員懇談会について
日　時　12月13日（木）午後5時より
会　場　中国飯店

青少年奉仕委員は全員、会員多数出席下さるようお
願い致します。

〔親睦活動委員会〕
会員誕生　　菅原辰吉 君．鈴木弥一郎君

津田晋介君
奥様誕生　迎田恵美子様．若生　孝様

佐藤貴美子（順治）様

（亘二重享二亘互二）
◎年間皆出席　　15年間皆出席　中江　　亮君
◎11月100％出席　56名

⊂を二二三コ亡）
川村徳男君

石黒慶之助君

鈴木弥一郎君

佐藤英明君

張　　紹渕君

三井　　徹君

11月30日一日警察署長をやった

ので。

11月16日優良青中老として、鶴

岡税務署長より第3回目の表彰
状を頂く。
三原町に薬局と化粧品の支店を
開業しました。
ダイヤル自動化になって20周年
になり、これを記念して。

本日長期皆出席記録保持者席を
設けたアイデアと、健康保持に
感謝して。
ヨーロッパの旅を終えて。

〔ビジ　タ　二つ
鶴岡西R．C．　佐藤　拡君

（今週の担当者　斎藤　昭）
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出席報告で金蔓剋名　髄墓　出席率‾碓覧≡覇画缶席率汀．03％　修正出席62名　確定麺韓遥芸

㊤　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

〔学長報告つ

四　つ　の　テ　ス　ト

㊥　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

川村徳男君

1．恒例により歳末助け合いで、本日の例会が終り

ましたら幹事と一緒に、N・H・K、思恩会、福祉

協議会に行って参ります。

2．次の例会までの行事

（1）ロータリー関係の行事

来週は例会変更で、引き続きⅩ’mas　家族会

が行なわれます。5時半、第一インですのでよ

ろしくお願いします。

13日（木）はⅠ・A・C会員との懇談会が5時か

ら中国飯店で行なわれます。ぜひともできるだ

け多く出席して、斜陽化しているⅠ・A・Cの立

て直しに力を貸して頂くようお願いします。

15日（土）はR・A・Cのクリスマスパーティー

が6時半から産業会館の四階で行なわれます。

これにもできるだけ多く参加して頂いて、元気

をつけてやって噴くようお願いします。

（2）一般の行事

12月14日は赤穂義士ゆかりの寺や神社などで

義士祭が行なわれます。戦前は、芝居や映画の

入りが悪くなると義士ものをやって息をついた

と言われるほと、日本人は義士ぴぃきだったよ

うです。義理人情を大切にした国民性の現われ

だったでしょうか。

15日からは年賀郵便の特別取扱いが始まりま

す。

17日は「お観音はん」のお歳夜です。子供の

頃、みぞれの中を父に連れられて、「かじって

もかじっても金太郎」の飴やダルマを買っても

らったことが想い出されます。

（」至j報告） 迎　田　稔君

○例会変更

・遊佐R．C．

12月18日　家族会の為

午後6時　遊佐商工会

・立川R．C．、余目R．C．

12月21日　合同例会の為

午後6時　繁利屋

・八幡R．C．

家族会の為

午後6時　市條公民館

・鶴岡西R．C．

12月21日の例会は家族会の為、12月22日午後

6時30分より大山楼にて。

○会報回覧

東京R．C．、山形西R．C．

山形R．C．、鶴岡西R．C．

0例会終了後臨時理事会

〔青少年交換委員套〕（スライド）

オーストラリア政府観光局提供〝ォーストラリア

ツーリング　マチルダ〝　広大なオーストラリアの

原野を利用した観光の数々を紹介していただきまし

た。



（j員会報告）

（二重睦活動委員室つ
次週例会（12月18日）はクリスマス家族会の為、

時間変更になりますが、会員多数の参加をお待ち致

しております。

LLヱ＿＿上空J
吉野　勲君　　切山椒の報道番組をしていただき

売上げに貢献してもらったので。

高田耕助君　　創立40周年を迎えると共に、取締

役に就任しましたので。

⊂むヱ」二二〇
鶴岡西R．C．　帯谷義雄君．長野正彦君

加藤有倫君．八幡慶二君

P．M．1：00′〉2：00

商工会議所ロビーにて

三井健さんと

阿蘇：三井さんこんにちは。ロ

ビーでのインタビューは始めて

ですが。

三井さん：何を聞かれるか、困

りましたね。まあ、あまりきつくないようにね。

阿蘇：おそれいります。ところで三井さんはお生れ

は犬年だそうですね。この間は鈴木さんが犬年でし

たから続きましたね。一廻り下の犬ですね。

三井さん：そういうことですね。

阿蘇：ところで、三井さんは学校が音楽の方が専攻

だったそうですが、何で今の養鶏のお仕事をされた

のですか？

三井さん：学徒出陣でね、昭和18年12月でね、内地

を廻り終戦ですよ。スタートは弘前でしたがね、そ

れが終戦が私の変化ですよ。

阿蘇：と、申しますと？

三井さん：兄がね、身体が悪かったのでね、父の仕

事を手伝う為に一時帰郷したつもりでしたがね、兄

が昭和25年で亡くなって、それでね現在ですよ。

阿蘇：そういうわけですか。私もね、音楽と養鶏は

どうも結びつかないものですからね。鶏は何羽いる

んですか？

三井さん：そうですね、親鶏が3万羽、ヒヨコは20

万から30万羽いますよ。

阿蘇：ワッ、すごいですね。泉町のところにそんな

にいるんですか？

三井さん：いやいや、七窪に養鶏場があるんですよ。

阿蘇：そうでしょうね。ご自宅のところには30万羽

も無理ですものね。ところで、いままででいやだっ

たこととか、つちいと思ったことは？

三井さん：特にないのですがね、学徒出陣でね、＿東

京の三大空襲にあったことかな。

阿蘇「：私の父も3月10日の空襲にあったのですが、

すごかったそうですね。楽しかったことや艮かった

ことは。昭和22年ですか？

三井さん：昭和22年？　そうですね、やはり人生の

最も良いことは結婚式ですね。まあね？！でも大変

だったですよ。

阿蘇：楽しいところに大変だったとは何ですか？

三井さん：それはね、当時東北電力はね、節電とい

うことでね、1時間おき位に電気をとめることが多

かったのですよ。

阿蘇：そうですか。それでどうしたわけですか？

三井さん：笑い話ですがね、結婚式の最中というよ

り披露宴の最中に電気が消えましてね、ろうそくを

つけてやったときは、結婚式なのか何なのか（葬式

といわれているのかと思います）訳がわからなくな

りましたよ。いやいや困りましたよ。（御本人は喜

んでいるようでしたが？！……何故でしょう？）

阿蘇：今だから言えるということはありますか？

三井さん：妻のことですかな。お父さんがフィリピ

ンで亡くなってね、実家が農家でね、兄も出征した

ものでね、農業をやりながら家計を助けてきたこと

を聞いていますが、今、妻の苦労の大変さを口に出

して言えますね。

阿蘇：御趣味は？

三井さん：何もしないことが好きですね。これが趣

味かな。

阿蘇：色々ありがとうございました。どんな記事に

なりますか、お許しをいただき書かせてもらいます。

よろしくお願いいたします。

（今週の担当者　忠鉢　徹）
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出席報告：会員74名　出席61名　出席率82．、43％　前回出席率81．m％　修正出席別名　確定出席率86．49％

㊨　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

四　つ　の　テ　スト

④　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

，84クリ　スマス家族会

日　時　12月18日　午後5時30分

場　所　　ホテル　第一イン鶴岡

〔親睦活動委員会）

，84クリスマス家族会と併催のかたちで午後5時

30分より行われ、川村会長の挨拶で幕が上った。会

長の要旨は別記のとおりですが、引き続き行われた

家族会は、総勢130人余りの大家族会で、御来賓の

方々も数多くおいで下さり、盛況裡のうちに午後8

時30分終了した。

特に三井健親睦活動委員長以下布施隆夫、小池繁

治、白坂久の各氏のお力添えで大成功でした。

これに先立ち、金婚式、銀婚式のお祝いが席上行

われ、下記の各氏が川村会長より一人一人記念品を

手渡され、会員やその御家族、御来賓の方々の祝福

を受けた。

（金婚式）

鈴木弥一郎・須美子御夫妻

（昭和9年10月18日）

（銀婚式）

石井敬三・博子御夫妻　　昭和34年4月　5日

小林敏夫・清御夫妻

庄司嘉男・志津子御夫妻

山川久喜・貞子御夫妻

飯野準治・美和御夫妻

皆川光吉・直子御夫妻

匹田良平・フクミ御夫妻

阿蘇司朗・幸子御夫妻

昭和封年4月29日

昭和34年11月20日

昭和27年11月18日

昭和25年10月17日

昭和33年3月29日

昭和30年11月11日

昭和誕年11月　8日

以上9組の方々でした。

家族会の様子などは同掲した写真をどらん下さい。

（会長報盲つ 川村徳男君

明後20日は、今年最後の教育110番になります。

年の暮で皆様お忙しい時期ですが、悩みをかかえて

いる人たちのためによろしくお願い致します。

本日は、大勢の子どもさんたちやお客様を交え、

136名という今までにない多くの御参加をいただい

た楽しいクリスマス家族会が、あとにひかえており

ます。企画や準備をしていただきました親睦活動委

員会、S・A・A、その他協力いただきました会員の

方々に心から感謝申し上げ、会長報告を終ります。
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◎　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

し筆長報告＿＿〕

四　つ　の　テ　ス　ト

④　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

川　村徳男君

1．先週のクリスマス家族会は、親睦活動委員会並

びにS・A・Aの皆さん、大変ご苦労様でした。昨

年も、一昨年も、その前も、その年その折に、今

年のクリスマス家族会はすはらしかったな、と感

じてまいりましたが、本年もまた、今までにない

多くの方々のご参加があって、和やかに、ご家族

の皆様からも喜んでいただけましたようで、会員

の皆様のご協力を心から感謝申し上げます。

2．たら汁会にP・GとGをご招待申し上げるという

ことで、作田P・G、田中P・Gと斎藤Gにご招待

状を差し上げましたところ、作田先生と田中先生

から早速ど返事がまいりました。お二人とも奥様

ご同伴でおいでいただけるようで、大変喜んでお

られるご様子が文面に溢れております。また、斎

藤先生もおいでになりたいご意向のようです。な

お、お客様がご夫人ど同伴ですので、迎える私と

も会員の方も奥様もど出席にしたらどうかと考え

ております。

3．地区の青少年交換小委員会から連絡があり、ア

メリカへの派遣は12月中に予備登録をするように

ということですので、大変急ですが、皆さんの家

族や知り合いで希望者がありましたら早速申し込

まれるようお願いします。

4．次の例会までの行事

（1）ロータリー関係

来週の火曜日は元旦に当りますので例会はご

ざいません。従って次の例会は1月8日になり

ますが、新年の第一例会ですから、S・A・Aで

は恒例によって、こ神酒と特別料理を予定して

いるそうです。車はご自分で運転なさちないよ

うにして出席して下さい。

また、午前11時から定例の理事会を開催しま

すのでメンバーの方はよろしくお願いします。

（2）一般の行事

21日から1月10日まで年末年始の交通安全県

民運動が展開されます。事故にあわないよう、

事故を起こさないように気をつけて下さい。

以上で通常の会長報告を終りますが、今日は本年

の最後の例会ですので、一言と挨拶を述べさせてい

ただきます。

私の会長の年度も、会員の皆様の温かい友情に支

えられて前半を終ろうとしております。半年を省り

みますと、各委員会が、鶴岡ロータリークラブの輝

かしい歴史の上に立って、更に新しいところに目を

つけ、発想を加えて、活動計画を着々と実行に移し

ていただいております。また、本年度の二本の柱、

即ち青少年の健全育成と相互の親睦も活発な諸活動

を展開しております。心から感謝を申し上げますと

共に、新しい年に入ります残り半年も、よろしくお

願い申し上げます。



どうぞ皆様良い年をお迎え下さい。

（幹事報告）

〇台中港区R．C．よりの会報到着。

（ゲストスピーチ）

○田中前ガバナー、作田先生より1月22日のたら汁

会出席のご返事の手紙が姦っております。

○元交換学生ジェームス・グリス君よりクリスマス

のメッセージが参っております。

バ　ス　ケ　ッ　ト　と　私

温海高バスケットボーノレ部監督　須　　田　　　裕　さん

略　歴

○鶴岡商高卒業後、昭和

45年日体大卒。

○鶴南のバスケットのコ

ーチを経て、昭和51年

より現在に至る。

○その後、昭和52年県大

会出場（1回戟敗退）

○昭和54年NHK杯決勝で日大山形に敗れる。

○昭和55～56年　3回戦で敗れる。

○昭和58年　準決勝で日大山形を敗り、決勝で山形

東に敗れる。

○昭和59年　第8回NHK杯で日大山形を69－43で

下し初優勝、東北大会に出場予定。（60年2月）

勝つチームをつくる為には

（1）選手の生活指導、しつけが技術より最優先する。

（勝つにふさわしいチーム、ふさわしい子ども達

が勝って欲しい）その良い例は、昨年の福島大会

で前年の優勝チームである日大山形の旅館での態

度と温海高チームの態度にその差が現われた。又

食事一つにしてもいやな食事、いやな事、つまり

ムダな事をさせ、それに耐える気持ちを持たせる

事がバスケットの技術を教える以前の問題である。

（2）生徒は楽な方に動きたがるもので、楽な方にや

らない方法を心掛けている。そして練習は厳しい

もので、楽なものでないと教えている。言式合中に

ベンチで大きな声を出すのは、集中力が乱れる時

があり、選手にハッと気づかせる為でもある。又

練習中に大きな声を出せるのは、日頃レベルの高

い練習をしている生徒であり、試合中に出来る生

徒はそのまま社会生活にも適用すると思っており

ます。

（3）生活指導、しつけとバスケットの高度な技術を

教えた後は、子ともの自主性・選択をさせる能力

の開発（まずやらせて、そして選ばせる）が、ス

ポーツにも要求される時代である。

私の哲学としては、

○高校生にはプロはいらない。

○ムダな事でもムダではない。

（ムダな事をさせる）

以上が私の信条です。

（ス　マ　イ　ル）

佐藤英明君

川村徳男君

迎田　　稔君

山口徳之助君

丹下誠四郎君

三井　　健君

電々法案成立を祝して。

半年間を役員として無事終了し
て。

ヒクごについて。

クリスマス例会が無事終了の為

（親睦委員として）

（ビ　ジ　タ　ー）

余目RtC・　佐藤孝二郎考

鶴岡西R．C．　八幡慶二君．長野正彦君

菅原年姫君．加藤重郎左工門君

（今週の担当者　福島三郎）

．【．い】1ロー一夕り－クう〉7捌、汁銅＝：5－い1〔）　ノ≠＼認　醐IJ二氾・b　27　㌔地区
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㊤　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

〔会長報告）

四　つ　の　テ　ス　ト

㊥　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

川　村徳男君

明けましておめでとうございます。

今年もどうぞ公私ともによろしくお願いを申し上

げます。

昭和も60年という長い御世になりましたが、大へ

んおめでたいことです。我が国に年号がはじまった

のは第36代の孝徳天皇の「大化」のようですが、ご

承知のように明治天皇の時に一世一元と決められる

までは、後醍醐天皇、後花園天皇の8回を始めとし

て、一代の天皇で何回か年号を変えられたようで、

明治天皇の直前の孝明天皇は6回改元しておられま

す。大地震や飢饉、疫病の発生のときの改元は国内

の気分を一新し、世直しをしようという願いがこめ

られていたものと思います。

いつの時代も国の政治を行なう人たちは、その時

代にあった住み良い社会づくりに懸命だったのでし

ょう。現代国家では国際的な作用が大きく働らいて

世界的な不況の中で一国だけが良くなるということ

は在り得ないわけですが、それにしても景気上昇が

言われて久しいけれども、私どもにはまだそれが感

じられないのは、地域格差のせいでしょうか。昭和

60年代のうちに、できれば67国体の頃までには庄内

空港の開港と横断自動車道酒田線の全線開通によっ

て地域格差を縮めたいと望んでやまないわけで、加

藤国務大臣ならきっとやってくれるものと思います

し、60年代はきっと良い10年になるよう期待をいた

します。

○理事会の報告

（1）12月4日の理事会で、年度途中の入会者の会

費の金額が議題となり、特に会員増強の観点か

ら、入会月からの月割とすることにし、本年度

当初に遡って実施することになりました。また

入会金については本日の理事会の決定で、本年

7月1日に初まる年度から20，000円にすること

になりました。この決定に伴って、クラブ溝田則

をお手元に配付した改正案のように改正するこ

とについて、1月29日の例会で賛否諮りたいと

思いますので、よろしくお願い致します。

（2）交換学生の推せんについて

鶴岡北高1年生の伊藤久美さん（住所＝鶴岡

市大字覚岸寺、父は酒田市の日本／＼ムに勤務）

から希望があり、推せんすることにしました。

なお今回はアメリカ留学です。

（3）交換学生の受入れについて

本年度、地区から受入れの話があった場合は

受入れることにします。これもアメリカです。

（4）12月25日の例会のあとで臨時の理事会を開き

1月25日から予定しておりました台中港区R．C．

の訪問を中止することにしました。理由は、私

が先般来胃Ⅰ；痛みを感じて

おりをしたが、海外旅行は

轡、無理をして行って台

の治療を受けて

がよいと言

人に迷惑をかけても悪いということや、会長の

行かない訪問では失礼になるので、残念乍ら取

りやめることになりました。台中港区R．C．の皆

さんにも、会員の皆さんにも大変と迷惑をかけ

て申し訳ありませんが、何卒ご諒承下さい。

（5）塚原さんが捻挫でギプスをはめられ、三週間

ほど例会に出席できないということで賜暇願が



出ておりますが、承認することにしました。

○次の例会までの行事

（1）来週の火曜日は1月15日で成人の日に当りま

すので例会はありません。従って次の例会は22

日で、時間変更でたら汁会になります。前にご

報告したように、バストガバナー、ガバナーが

ど夫婦でおいでになりますので、会員の皆さん

もぜひ奥様ともどもご出席されますようお願い

します。

また、22日はクラブ協議会を予定しておりま

すので、委員長か代理の方ど出席下さい。

前後しますが、19日（土）は地区の会員増強拡

大セミナーが山形で開催され、各クラブの会長

が招集されております

20日は日曜日ですので、教育110番は21日の

月曜日になります。よろしくお願いします。

なお、大晦日にNHKで1年の回顧の中で教育

110番を再放映して下さったそうで、感謝いた

（会員スピーチ）
年　　男

石　黒　慶之助　君
キノトクレ

今年は乙丑の年であり

ます。日本では随分昔から
キノェキノトヒノエヒノトツナノェ

十干（甲　乙　丙　丁　戊
コク　オツ　〈イ　ティ　　ポ

ッ召卜音響等エミ妄㌧と
キ　コク　シソ　　ミ　　　キ

十二支（子．丑．寅．卯．辰．

己．午．未．申．酉．戌．亥）の

組合せで60年で一回転する

めくり合せによる暦を使っております。

私は、丑を6度び迎えた年男であります。長い間

悪戦苦闘し、鈍才に鞭打って、失敗や間違いを繰り

返し、事故や病を乗り越えて、よくぞここまでやっ

てきたものと驚いております。

出羽三山では丑年を御縁年としており、この年に

お参りすれば1回で12回分のど利益があると申され

ております。私は母の実家が羽黒山山麓にあり、こ

こで誕生し、月山から流れてくる笹川の水で産湯を

使い、初詣りは羽黒山へ参ったそうです。従って出

羽三山のど加護により、72回目の新年を迎えさせて

○一般の行事

11日は鏡開き。14日は門松や〆飾りをとりはず

して、形の上でも正月は終りました。

15日は成人の日、やぶ入りで、年賢はがきの抽

選会が行なわれます。

20日は大寒です。この冬は暮れから、まるで寒

に入ったようなお天気でしたが、これから本格的

な厳しい季節になります。どちらさまも健康には

充分気をつけて下さい。

〔‾‾幹事報告〕　迎田　稔君

○回覧　鹿児島西R．C．会報

年賀状

○例会変更

余目R．C．　1月11日を1月13日

午後6時30分　余目商工会館

酒田東R．C．1月17日　例会終了後新年会

例　会　午後5時30分

新年会　午後6時30分　香梅咲

の　　挨　　拶

いただいたものと思います。

年末には楽しいことが沢山ありました。その中で

最も嬉しかったのは、私共がお世話した交換学生や

米山奨学生からのお手紙であります。皆様ご存知の

ダイアン．シュルツ（アメリカ）は、アメリカの大

学を卒業してサウジァラビァの大学で活躍しており、

ジイム．ダリフイツツ君（オーストリア）は日本語

で「あけましておめでとう」と賀状を下さいました。

更に米山奨学生だった票君の奥様からも親切なお便

りをいただきました。正月になったら察度隆君から

昨年12月1日から京都大学へ研修員として来日、3

月には博士コースを受験し勉強したい由お手紙あり

ました。エテバリ．エスマイル君は日本語で長文の

手紙を下さいました。一昨年結婚し、2才になる子

どもと共に家族円満、戦争に巻き込まれずにイラン

シルク会社に勤務しております。そして私共夫婦に

遊びに来るよう求めてきました。人の情は国境を越

えても生きておることをしみじみと味合っておりま

す。

さて、新年に当って抱負ですが、余命いくぱくも

ない私にとっても明日がありますので、日々是好日



と考え、天命の許す限り、ひたすら奉仕の理想を深

めて参りたいつもりであります。皆様のお世話にな

るばかりですが、今年もよろしくご厚誼賜りますよ

うお願いいたします。

秋　野　　　　忠　君

今年で自分の4回目の干

支を迎えたのですが、年男

という意識を持った事は一

度もありませんでした。改

って抱負もないのですが、

十二支という古来的なもの

に少々興味を引かれました。

「丑」は十二支の第二番目

で、動物では「牛」をあて

イペースで、じっくりと牛歩でまいりたいと思いま

す。今年もよろしくご指導の程お願い致します。

高　田　耕　助　君

明けまして御芽出度う御

座居ます。

昨年暮の創立40周年記念

の中期国債ファンド大キャ

ンペーンにはロータリーの

皆さんからも多大の御力添

えを戴き大変有難う御座居

ました。御蔭様で大変好調

な成績で終る事が出来まし

ます。「丑」は、草木も寝る「丑三つ刻」とか、鬼

門を差す「丑寅」の方角とか、又は、ことわざにあ

る「牛の耳に経」「牛を烏に乗りかえる」「牛は牛

連れ馬は鳥連れ」と、あまり良い意味のものがあり

ません。鈍牛だの、猛牛だのとなれば事言うまでも

ありません。しかし、これはあくまでも世の全ての

丑年に生を受けた方ではなく、私見である事を申し

添えたいと思います。ましてや石黒先生や高田さん

の「丑・牛」は賢人を乗せた丑・牛である事は間違

いありません。十二支にはこ存知の通り、「子」・

「丑」・「寅」・「卯」・「辰」・「己」・「午」・「未」

「申」・「酉」・「成」・「亥」とあって、それぞれ時

刻や方位を表わし、又暦で「十干」と組合せて時日

を表わすのに使われております。それはそれで日頃

の生活の智恵みたいなものとして、慶事や不祝儀に

応用されていますが、ここで一つ素朴な疑問に当る

のです。それは十二支を動物にあてますと、十二匹

の動物となるのですが、第五番目の「壬辰」はどの

ように思考しても実存しない動物こ？）であります。

（辰年の方に決して他意を含みませんので誤解なさ

らないで下さい。）お釈迦様がその順序から動物の

選別迄なさったものと聞いておるのですが、その辺

のところが解らないのです。「クツ」を入れなくと

も他に実存する動物が沢山いるはずなのですが、こ

んな事を申し上げたらお釈迦様の「パテ」が当ると

思うのですが……。年初めから大変不調法な事を申

し上げましたが、会員の皆様方の中に、その辺の事

情をご存知の方が居られましたらお教え願い度いと

思います。いかようにしても丑は牛であります。マ

た。これも一重にロー∵グリーの皆さんの御友情の賜

と深く感謝申し上げます。

社史を播いていましたところ、ロータリーの職業

奉仕、思想の根幹に拘ると思われる、当社の前進和

島債券部発行の債券月報第一号昭和3年4月11日付

が目に止まりましたので御披露申し上げます。

その中で当社創立者和島茂兵衛氏は商売は奉仕な

りと記しております。

創　刊　の　辞

私は斯く信ずる。「人間は生れながらにして社

会的動物である」と、故に富めるも貧しきも社

会人として自己の全能力を発揮して働く事に依

り社会への責務を果し一面又人間的給を覇持し

たいと心得ます。武陵桃源を夢みしこの地庄内

にさへも小作争議等の頻発するにつけても一層

この感を深くします。又思ふ。円満なる社会へ

の建設には結局勤勉と貯蓄あるのみであると、
一家にしろ一国にしろ同様です。不況は益々深

刻、国債は六十億万円に重んとして居る。汝日

本何処かへ行くと叫び度くなる、誠に心すべき

時です。人心は浮薄混沌、財界は萎靡低迷の今

日債券熱の向上こそ一家の繁栄、国家隆盛の基

なる事を痛感します。由来債券は安全有利興味

深々然も国家的なる貯蓄の上々のものなるに拘

らず当地には完全なる機関店もなければその真

価を理解する人々も稀にして兎角外来のいかさ

まものに傷けられて居りました。昨年四月乃公

出ですんばの意気を以て斯業を初めて以来大方

諸彦の絶大なる御後援に預り予想以上に働き甲

斐のある事を悦んで居ります。益々感激して愛



券家各位の好侶伴となり善良なる機関となり又

債券真価普及の一助にもと月報を発行する事に

いたします。飽くまでも「商売ハ奉仕ナリ」の

スローガンを遵奉して斯業に精進努力いたし度

いと存じます。

何卒益々御指導御後援の程願ひ上げます。

蕪辞を述べて創刊の辞といたします。

年頭に当りここまで私を育ててくれたお客様並び

に地域社会に対し微力ながら何かお返しする方法が

ないものかと考えています。結局は仕事を通じて努

力するしかない様にも思います。

昭和60年乙丑切り良いスタ¶トで、私も会社勤め

としては最後の一回り12年間になるかもしれません

ので、有意義な牛年にしたいと思います。牛の様た

とえ鈍重でも牛も千里、馬も千里と申しますから、

着実に一歩一歩、歩いていきたい。時には闘牛の様

にがむしゃらに突き進む事があってむ。

乙は草木芽生えとして尚屈曲する形

丑は初めて事を挙げる事を為さんとする形

とあり、この地域庄内地方でも庄内空港にとって最

も重要な年であり、我が業界でも午年はブルの年、

強気の象徴ですが、森羅万象総てを写す鏡である株

式市場に於いてはどんな年であろうか。米ソのデタ

ント気運、ドル高・円安、米国の双子の赤字、貿易

摩擦、ディスインフレーション、デレギュレーヾ／ヨ

ン等、そして電々公社民営化による株式の公開、と

んな値段が付くでしょうか。東証の機械化と金融革

命の大波が押し寄せてきます。只、個人金融資の増

大傾向からみて個人、企業、年金等の運用の場とし

て重要性は益々増してくる事は確かな様ですので、

地域社会のために青春の気概をもって対処して行き

たい。

今年もどうぞ宜しくお願い致します。

⊂‾親睦活動委員室）

会員誕生

板垣俊次君．三井　　健君

玉城俊一君．恩鉢　徹君

吉野　　勲若

奥様誕生

川村友子様．庄司志津子様

鈴木　　勝（茂男）様

津田満里子様

（出席委早二重⊃

〇年間皆出席

25年間皆出席　　張　　紹渕君

24　　〃　　　　嶺岸光吉君

5　／ク　　　　阿蘇司朗君

012月100％出席　　55名

秋野．阿蘇．張．藤川．福島．早坂．飯白．石

井．石川．石黒．板垣（俊）．市川．飯野．川村．

栗谷．小松（広）．今村．小松（三）．工藤．加藤．

塚原．忠鉢．三井（賢）．三井（健）．嶺岸．迎田．

松田（貞）．松田（士）．中江．中田．斎藤（隆）．

佐藤（息）．佐藤（順）．佐藤（衛）．佐藤（友）．佐

藤（元）．新穂．菅原．鈴木（善）．鈴木（弥）．佐

藤（英）．佐々木．斎藤（昭）．白坂．高橋（＿良）．

丹下．手塚（林）．富樫．上野．内山．渡部．若

生．山口．吉野．皆川

（ス　マ　イ　ル〕

川村徳男君　　NHKで教育140番再放映に感謝

して。

三井　徹君　　車がスリップして板垣さんより助

けられた。

布施隆夫君　12月30日東京に行く途中、大雪の

ため列車がおくれ特急料金払い戻

しのため。

⊂亘ジタ　二）
鶴岡西R．C．　加藤有倫君．中村　　紘君

菅原隼雄君．菅原幸雄君

斎藤健治君．長野正彦君

鈴木昭吾君．井上　　彬君

（今週の担当者　斎藤　昭）
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◎　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

四　つ　の　テ　ス　ト

㊥　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

（会▲長報告）　川村徳男署
1．先週の土曜、19日に山形で行なわれた地区の会
員増強拡大セミナーに出席してきました。本日は
たら汁例会ですので、詳細は来週の例会で報告す
ることにして結論的なことを申し上げます。
ガバナーの斎藤先生が座長となり、今回お見えの
3人のバスト．ガバナー作田先生、石黒先生、田
中先生がカウンセラーとしてお話があり、更にガ
バナー．ノミニーの松永先生の追加発言がありま

したが、各先生から会員増強について大変強い要
請がありました。当クラブとしましても6％、5
名の増強を目標にしておりますが、現在のところ
実質2名の増強です。残る5ケ月余りでぜひ目標
を達成しますよう皆さんのご協力を切にお願いし
ます。

2．本日のたら汁例会に、私どもが地区の年次大会
で、当時石黒ガバナーの直前・直後のガバナーと
してお世話になりました作田先生と田中先生、そ
れに現在ガバナーとしてご指導をいただいており
ます斎藤先生を、鶴岡クラブが敬愛する友人とし
てご招待申し上げましたところ、作田先生ご夫妻
田中先生ご夫妻及び斎藤先生には、厳しい季節で
また遠路のところを鶴岡までお越し頂きまして、
私共会員一同、大変嬉しく、心から歓迎を申し上
げます。今日の私共の喜びは「有朋自遠方来不亦
楽乎」の言葉で表現されるものであります。どう
かどゆっくり歓談され、こ賞味されますようお願
いして歓迎のごあいさつといたします。

⊂ゲ　スト）
デビット．A．ハイライン君

24日　P．M．10：30

新穂設計事務所内にて
魚雪汁を上手に、

うまく食べる法
阿蘇：こんにちは。今
日は鱈汁についてお話
を伺いに来ました。

先日の鱈汁会では腕をふるっていただき御苦労様で
した。これから鱈は最成期に入りますが、食べるの
に何か注意することはないですか。
新穂さん：これはね、田舎流の料理というんですか
ね、家庭料理というんですよ。これはね、何にでも
云えますがね、喜んで食べてもらえるという愛情、
思いやりという心がその料理に必要ですね。
阿蘇：そうでしょうね。ところで、鱈の煮ることに
ついてのコツはありますか。

新穂さん：それはね、汁の中に入れる順序があるん
ですよ。始めに肝臓、それからドンガラ（骨）、それ
からクツというように入れるんですね。これを間違
えると味は落ちますね。
阿蘇：やはり熱いうちに食べることもうまく食べる
ことですね。

新穂さん：勿論そうですよ。又、化学調味料は使わ
ない事ですね。又、量を多く煮ることもコツかな。
阿蘇：鱈を選ぶときどうすれば良いですか。
新穂さん：この辺ではね、由良鱈が良いし、うまい
と言われていますね。私も思いますがね。由良鱈は
釣るし、他の鱈はアミで取るという違いかな。又、
色で言えばね、皮膚が黒くて、ツヤがあってね、眼
がハッキリ開いているところかな。

阿蘇：形からいったらどんな鱈が良いですか。
新穂さん：形と色より大きい鱈が良いですね。今回
のR．C．ではね、白ミソと田舎ミソを4k臥　鱈は42kg

便いましたよ。何しろ70人掛ける3杯分という事で
すからね、即ち210人分作る訳ですからね、気も便

いますし、大変でしたよ。

熱いうちに、うまいうち
にという心根がありまし
てね、気が気でありませ
んでしたよ。

阿蘇：色々苦労がありま
したね。メンバーの人々
からもそこらあたりを知
ってほしいですね。今日
はお忙しいところ色々お
聞きしましてありがとう
ございました。○



，85新年　た　ら　汁　家族会

日　時　1月22日（火）　午後5時30分　　　　　　行われました。

場　所　　鶴岡産業会館5階ホ1ル　　　　　　　　　呼びもののチャリティ・オ¶クションは、丹下コ

ンダクターの活気ある競り声に、総売上金額64，950

新春恒例のたら汁家族会が午後5時半より、パス　　円と弾み、新穂シェフの腕によりをかけた冬の味覚

トガバナー作田・田中両と夫妻、斎藤ガバナー、ハ　　を十分堪能しながら、大盛況裡におひらきとなりま

イライン君の方々をお迎えして、総勢70名で盛大に　　　した。

りローーソ　　ノプラr7押　Il甜Ⅰこう4　h q　イ＼認　口珊1封∴6・エ7＋告ふ地区
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◎　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

≡要撃萱適
恕覿墓

㌦蓋嵩野　無二　這　新穂光コ離　　山

四　つ　の　テ　ス　ト

㊥　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

（会長報告）　川村徳男署
1．先週の鱈汁例会は、親睦活動委員会、S・A・A
の皆さん、新穂さん、山下さん、それにオークシ
ョンを担当してくれました社会奉仕委員会及び丹

下さん、その他関係の方々大変御苦労様でした。
お客様も招待をいただいて初めて鱈汁を賞味し

すぼらしい経験をしたと非常に喜んでお帰りにな
ったこ様子でした。クラブとして、お世話になっ
た方々に、友情の輪を広げるという形でお返しで
きたことは嬉しいことでした。

2．先般の、地区のセミナーについて補足して報告
をします。

年度の前半はガバナーの公式訪問や年次大会で
忙しかったが、一段落したところで、今年度R．Ⅰ．
が最も力を入れている増強と拡大に、ガバナーを
先頭にして頑張ろうということで各会長に集って
もらったということです。特に、創立して10年も
20年もたったクラブで、シニア会員の多くなった

ところは、末充填の空席を埋めるよう、できれば
シニア白身が強力に推進するようにして欲しいと
いうことでした。ちなみに鶴岡クラブは現在30名
のシニアに対して充填が3名です。

拡大については、各分区代理から拡大可能地域
の報告があり、山形県では天童、谷地が、福島県
では棚倉又は東白川の分割、白河が新設か分割か
で可能ということでした。庄内分区は鶴岡と鶴岡
西の関係では昨年7月に結論が出たように、時期
尚早ということで報告されたほか、酒田クラブが
60名になったら二階建てを考えてもよいというこ

（ゲストスピ≒享⊃

とのようでした。
4．次の例会までの行事
（1）ロータリー関係の行事

来週の火曜日は定例の理事会を行ないますが、
時間を11時20分からとしますので、メンバーの

方よろしくお願いします。
2月は世界理解月間になっております。

（2）一般の行事
2月1日・2日は黒川のお祭りです。9月に

家族会でみた黒川能の強烈な印象にひかれて、
1日の夜に知人を頼って見に行くことにしまし

た。

3日は節分、4日が立春ですが、もう20日も

すれば春の気配が濃くなるのではないでしょう
か。

園細則の改正について
川村徳男署

1月8日の例会で、年度途中入会者の会費額を月
割として本年度から実施することと、来年度から入
会金を2万円にすることについて細則の改正案を差
し上げましたが、ご同意いただけるでしょうか。同
意の方は拍手をお願いします。

全員拍手
ありがとうございました。同意いただけましたの

で案のとおり改正いたします。

（幹事報告）　迎田　稔署
○本日のスピ¶チ、アマゾン館の資料を回覧中です。

アマゾングループの活動について

本日は鶴岡ロータリークラブの皆様の前でお話で
きる事を光栄に思っております。

アマゾングループと言っても、皆さん聞きなれな

秋　野　洋　一　氏

い事と思いますが、陽光町にありますアマゾン資料

館の館長である山口先生の所で英語、フランス語、
スペイン語等の語学と、背景となるそれぞれの国の

虞的空海の走詮を胞退転喜皇
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文化とか風俗、習慣等を勉
強している仲間の集まりと
なっています。現在は、小
中学生から、60才以上の人
もいるんですけど、20代～
30代の人が多く、海外へ行

った事のある人、これから
も行きたいと思っている人
もいますし、ロスアミゴス

という私達の会報的なもの
ですが、その中で紹介してる大場さんと言う人です
が、県の農業改良普及所に勤めていたんですが、国
際協力事業団から派遣され、2ヶ年の予定で今、南
米ボリビアで農業技術指導で頑張ってる事と思いま
す。彼もまたスペイン語の勉強をしていました。

だれが言う事なしに色んな事をやろうというユニ
ークで不思議なグループではあると思います。昨年

は花笠パレードに変装し、サンバを踊ったり、後で
かなり種々な意見や批判等もありましたが…。
色々やってる中で、カレンダーを送るきっかけと

しましては、昨年アマゾン資料館を訪れた方や交流
のありました20ヶ国、約60名の外国からの方々との

とぎれがちの交流を何とか続けて行く為に何か方法
を考え、身近な所からと云う事で、カレンダーを送
ったちと意見が出、皆んなの所にも1～2本はある
んlじゃないかと、日本に興味を、日本をもっと知っ
てほしいと云う事から、グループの中で集めていま
した。

グループの中の人でも、N・B市訪問の青少年使節
団に参加してるわけですし、その時の話も聞き、そ
れじゃ、そういう所へも交流を深めて続けて行く為
にもN・B市にも送ろうと云う事で、一般の人達に

も呼びかけたわけなんです。N・B市の人口約4万
5千と聞いてます。その世帯数約1万5千と推測し
その1％150世帯位にでも送れれは、と思い150～
200本を目標に呼びかけてみたところ、マスコミの

方の協力もいただいたお蔭で、市内は勿論、三川、
藤島、余目、立川や温海、酒田の方々からも、吹雪

の中にもかかわらず届けてくれ、中には宅急便で送
られてきたものもありました。1月25日の〆切で最

終的には530本にもなり、いろいろな所からの協力
をいただき感謝しております。
N・B市には200本、その他の大口の発送先とし

てインド、ブラジル、ポリビァ、イギリス等です。

限られた予算でもあり、出来るだけ多くを送りたい
と云う事で、現在連日集まり準備をしている所です。
私達が当初思っていた以上に集まり、協力していた
だいた人達の為にも、出来るだけ多く送りたいと思
い、頭をなやましながら梱包したり、あて名書きを
してる所です。これから来た外国からのお客様にも
とは思ってますが……。

昨年おとずれた方々は、観光や、教養、取材、技術
研修等でしたが、目的は様々でしたが、日本の文化
や、すぐれた工業技術に感心を持っていましたし、
特に日本的な自然や風土、文化が生きづいてるこの
地方、東京や大阪にはない魅力に深く感じていまし
た。帰国後もよく手紙もくれるし、カレンダーや写　し＼＼、－／

真集等を送ってくれた人もいました。
スコットランドから送られてきたカレンダー、ア

メリカ、カナダ、イギリス、アイ／レランド、フラン

ス、スイス、ドイツ、オランダ、イタリア、デンマ
ーク、フィンランド、ポーランド、スウェーデン、

インド、中国、台湾、フィリピン、ケニヤ、ブラジ
／レ、エクアドル、ウルグアイ、ジャマイカ。

今年もかなりの人達が来ると思いますし、今年は
また、国際青年年（参加・開発・平和）でもある事
で、草の根国際交流（民間）を考え実行していこう
と、外国から来た人達を案内したり、ホームステー
をしてもらったり、何よりも生きた語学の勉強には
なりますし、日本の生活とか、風俗、習慣を少しで
も知ってもらおうと、自分達の刺激にもなり、昨年
は随分と色々な事を教えてもらいました。今年も、
もっとその輪を広げて行きたいし、また色々な事も
やっていこうと思っています。

何分未熟者の集まりですので、今後もご指導・ご
鞭鐘をお願いします。

⊂章二吏＿会轟音⊃

〔ィンクーアクト委員会〕

鶴岡工業高専のクラブ員が8人に増強され、R・C・
会員と懇談会を盛会裡に終える事が出来ました。
尚、鶴工高のクラブも増強される様努めます。

⊂至＿換学生‾‾‾〕

8名の応募があり、内部検討を重ねた結果、7人

について要望に答えるよう頑張っています。

（ス　マ　イ　㌃つ

斎藤　昭君　，82～，84にロータリー入会者12

名で24期会を結成し、盛会に懇談

会を終えましたので。

阿蘇司朗君　　所属している空手道会の寒中稽古
が大きく報道して戴き、また商売　　）
のキャンペーンも事の他成功を収

めたので。

鈴木弥一郎君　　金婚式のお礼と新聞取材を受けま
した。

佐藤英明君　“電話局名称お客様アンケート”
をお願いして。

三井　健君　　鱈什会の盛会と料理の不行届きを

お詫びして。

（ビ　ジ　タ　ー）

立川R．C．　　滝　　禅源君
鶴岡西R．C．　三浦正志君．菅原隼雄君

（今週の担当者　忠　鉢　徹）
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出席報告：会貝74名　出席57名　出席率77．旧％二

㊤　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

⊂季長報告）

四　つ　の　テ　ス　ト

∈）好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

川村徳男看

1．いわき平R．C．の加藤武久バスト．カンヾナーが1

月22日死去され、2月8日葬儀という通知が入っ

ております。加藤さんは私が鶴岡R．C．に入った当

時のガバナーで、庄内分区のⅠ・G・Fで初めてお

目にかかったのですが、大へん立派な方という強

い印象が残っております。早速弔電を送りました

が、心から哀悼の意を捧げます。

2．（1）ロータリー関係の行事

9日（土）は、Ⅰ・C・Mが原町で行なわれ、次

期会長、幹事が出席することになっております。

（2）一般の行事

2月7日は北方領土の日です。当クラブから

市に贈った行事案内板にも、北方領土の返る日

が平和の日というようなことが一年中掲示され

ていますが、ソ連を相手では容易でないことだ

と思います。

8日は針供養、11日は建国記念日です。

〔＿幹事報告）迎田稔看

○会報回覧

鹿児島R．C．、遊佐R．C．

0新会員推薦

斎藤庄治君　鶴岡信用金庫専務理事

○後期会費納入について

後期会費納入下さるよう御願い致します。

（＿委員会報告）

（：亘車重二重亘二）藤川享胤君

○子供会育成担当研修会の御案内

期　日　2月24日（日）　P．M．1：30～4：30

場　所　福祉センター

青少年委員会、工藤弘道君代蓑出席

会員の方多数出席願います。

○ライラ第6回研修会御案内

期　日　4月12．13．14日　　2泊3日

場　所　山形県天童市青年の家

テーマ　「生きる」

講　師　教育評論家　安達清先生

元松竹監督．ラジオキャスター

岩城其美夫先生

各学業所、各会社の若い人の出席を是非御願

い致したい。どうしても出席者のない場合は

ローターアクトクラブ会員の中から選抜のか

たちでおくりたい。

経費はロータリー負担。

◎教育110番の経過報告

9月20日から毎月1回開催してまいりました。其

の間各方面から絶賛をいただきました。マスコミの



関係の皆さんからのど協力を得ましたことを感謝申

し上げます。

1．経　　費

本事業にかかる経費はすべてロータリークラブ

の負担である。主な経費は次の通りである。

○電話設置費用（受信専用電話2台）全使用料

○相談室使用料

○カウンセラー昼食代、駐車場使用料

総予算480，000円、現在まで支出285，970円であ

ります。

・この他に、電々公社から留守番電話の寄贈を受

けた他、毎月のテープサービスを受けている。

・毎月相談日の前日及び当日、NHKの6：30に

協力を得て、テレビ及びラジオ放送によるPR

を行っている。

・外部から招囁しているカウンセラー諸先生はす

べて無料、ボランティアとしてご協力をいただ

いている。

2．相談件数及び内容の概要

・当初相談エリアを庄内地方全域とし、各地区ロ

ータリークラブに協力を要請したが、庄内以外

（山形・米沢・新庄等）からの相談もある。又

当日以外の電話は24－2239（随時）受信し

ている。

（1）　9月受信　6件　（3件）　計　9件

10月受信　3件　（3件）　計　6件

11月受信　5件　（5件）　計10件

12月受信　1件　（2件）　計　3件

1月受信　3件　（2件）　計　5件

（2）留守番電話の受信状況は、1月21日受付開始

までの間、開始以来126回となり、月平均約30

回となっている。その内緊急の相談が24－2239

にかかってくる。

（3）相談の概況

・23－9110の相談件数は18件

鶴岡市　7件　　酒田市　4件

新庄市　2件　　山形市　1件

藤島町1件　　その他　3件　である。

・24－2239には、相談後、当方の指示に対する

返礼、再相談の上、訪ねてくる場合もある。

・相談電話の範囲は上記の他、米沢市、温海町

余目町、三川町等からもある。

（4）相談の内容

1．36才離婚母

中1・中2女子　非行・家庭教育

2．30才母　小1女子　家庭教育

3．40才母　中3女子　問題行動・家庭教育

4．60才祖母　小2男子　問題行動・隣人関係

5．40才母　中3女子　進路・友人関係

6．37才母　中3男子　進路・家庭教育

7．36才母　mlの相談に対する返礼

8．？　母　高2　　　問題行動・怠学

9．？　主婦　高2　　　隣人関係

10．37才離婚母中1女子　問題行動・友人関係

11．39才母　小6女子・小3女子

塾・家庭教育

12．45才母　小6女子　隣人関係

13．42才母　小6女子　友人関係・家庭教育

14．53才母　20才男子　交友関係

15．？　母　小5女子　学校教育・家庭教育

16．？　母　5才女子　家庭教育・しつけ

17．？　母　小1女子　塾・家庭教育

18．42才母　　　　　　問題行動・学校数百

・24－2239には深刻なものが数例ある。

1．16才の高校生自身から、異性交友で妊娠

した。

2．16才の中卒事務員自分で、妊娠後の処置

について。

3．20才の会社員、流産後気がとがめるので。

4．高1女子、家出、心霊現象に凝っている

母親から。

5．電話をかけてきて、泣いている様子、話

しかけても答えない。

3．今後の問題点

○電話という手段による為、相談区域が県下全域

に及ぶ。例えば山形からの相談で、異性交友の

結果妊娠、どこに相談に行ったらいいかという

事に対応する体制を考えなければならない。



○広報手段に対する対応、市広報への常時紹介。

○常時設置・撤去をどう考えるか。

「クラブ資料要撃」　三井賢二君

理事会の承認の下にクラブ資料保存期間を次のと

おり定めました。

クラブ資料保存期間

資　　料　　区　　分

クラブの創設、存続に係るもの

設立認証状

定款・細則及びこれらの改正の経過

会員の入会・退会の手続書類、出欠の記

録など

理事会の会議録

R．Ⅰ．・地区・地域その他の表彰状、感謝状

など

年次活動記録

会報・活動計画書・活動報告書・予算書

決算書・十周年記念誌・二十周年言己念誌

などの記念誌

姉妹（兄弟）クラブの盟約・続盟の調印書

・声明書

地区・分区のホスト活動に係るもの

地区年次大会の記録誌

地区協議会の記録誌

分区トG・Fの記録誌

後日の参考となる活動関係書類

年次式典の基本計画・実施計画・案内状等

地区大会　　　　　　　〃

地区協議会　　　　　　〃

Ⅰ・C・M　　　　　　　　　ノク

分区Ⅰ・G・F　　　　　〃

Ⅰ・A・C、R・A・Cの地区大会への協力

援助関係書類

教育電話相談の開設・運営の基本計画等

の関係書類

前記の各項に該当しないもの

受贈物件

改訂になったライブラリー

教育電話相談の受信記録

会計帳簿・領収証・伝票類

その他

〔備考〕

上記により難いものがあるとき、及び改正に

ついては、理事会が定める。

（親睦活動壷亘を〕
小池繁治看

○ロータリークラブ麻雀大会

日　時　3月2日（土）午後1時

場　所　昭和通り　雀京

方　法　午後1時30分スタート

半チャン（50分）4回戦

最終4回目は3回戦までの順位別組合

せ

会　費　3，000円

表彰及び懇親会は終了次第京寿しで行

ないます。

○会員誕生

早坂徳治君．斎藤　　昭君

笹原桂一君．手塚　　拓看

染野　　檀君．内山喜一君

○奥様誕生

福島宣子様

匹田フクミ　様

佐藤鷹子（友吉）様

⊂亘腐委員会）

〇年間皆出席

24年間皆出席　　鈴木善作君

16　　〃　　　　三井　　健君

12　　ノク　　　　佐藤友吉君

12　／ク　　　　吉野　　勲君

8　　ク　　　　菅原辰古君



2年間皆出席　　渡部利夫君

01月100％出席　55名

阿蘇．張．藤川．布施．飯白．石川．石黒．板

垣（俊）．市川．川村．黒谷．小池．小松（広）．

今村．小松（三）．工藤．加藤．忠鉢．三井（賢）．

三井（健）．嶺岸．迎田．松田（貞）．松田（士）．

中江．中野．匹田．中田．斎藤（隆）．佐藤（忠）．

佐藤（順）．佐藤（衛）．佐藤（友）．佐藤（元）．新

穂．菅原．鈴木（善）．鈴木（弥）．佐藤（陸）．佐

藤（英）．鈴木（茂）．佐々木．斎藤（昭）．白坂．

丹下．津田．手塚（林）．富樫．内山．渡部．若

生．山口．吉野．山川．皆川

（ス　マ　イ　ル〕

菅原辰吉君　　鶴岡体協表彰式の折、写真に載っ

たので。

市川輝雄君　　初孫誕生。

塚原初男君　　捻挫が快復したので。

（ビ　ジ　タ　ー⊃

川崎R．C．　保坂民男君

鶴岡西R．C．阿部光男君．菅原幸雄君

鈴木昭吾君，長野正彦看

八幡慶二着

ロータリー用語便覧㈹

ロータリー財団
国際ロータリーの

事業計画の一つ。

このプログラムは、国際理解と親善

をはかるために、現実性のある実際

的な方法で実施され、広範囲にわた

って効果をあげているが、その対象

を個人においているのが特色である。自国以外の国

で勉強するのにふさわしく、しかも生まれつき才能

のある青年男女に教育補助金、研究グルーフ交換補

助金および特別補助金を支給するのが、その内容と

なっていて、費用はロータリー財団によって賄われ

る。ただし、ロ「ダリアンとその家族や扶養家族に

は補助金を受ける資格はない。

ロータリー財団　財団の奨学制度は、創設以来、大

奨学生制度　　学卒業生に対する大学院課程奨学

金のみであったが、数年前から、大学在学生に対す

る奨学金と専門的訓練補助金制度の二つが加えられ

た。大学院課程の奨学金を“Rotary Foundation

Fellowship”とよび、学士課程のそれを“Rotary

Foundation Scholarship”とよんで両者を区別

している。このほか1973～74学年度より実施され

ているものに教師奨学金制度がある。これは障身心

害者教育に従事している教師に対するもので、申請

時において既に2カ年以上の経験を有することが条

件となっている。さらにジャーナリズム（新聞関係）

奨学金も新設されている。

ロータリー財団　ロータリアンまたはそれ以外の人

への遺贈と寄付　の遺言によってロータリー財団に

寄贈された財産。この財産の使途は、条件付・無条

件といろいろあるが、すべて財団管理委員会が受取

り、保管することになっている。

財団への＜寄附＞はあくまで自発的なものでなけ

ればならない。したがって、寄付を条件に入会を認

めるような細則をつくったり、寄付を強制したりす

ることは厳しく禁止されている。

（今週の担当者　斎藤　昭）

…小トーア・トーンラフ糾　　日．′て粧う1－－　日　」＼。日針帥封∴G・27＋ユ㍊」山大
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出席報告：会員数74名　出席57名　出席率77．旧％ 前回出席率打．03％

㊤　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

（会長報告〕

四　つ　の　テ　スト

④　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

川村徳男君

1．ハイライン君のお父さん、多分お母さんも、5

月6日から12日までの1週間、鶴岡においでにな

る予定のようです。その間、例会に出て頂いたり

他の関係団体とも相談して歓迎したいと思います。

2．次の例会までの行事

（1）ロータリー関係の行事

地区のⅠ・Aの研修バス旅行が14日～16日の3

日間行なわれますが、当クラブのⅠ・A・Cから

は参加申込みがありませんでした。

15日は、分区の会長・幹事会が湯田川で行な

われます。

（2）一般の行事

日にスーパーに行きましたら、バレンタインデ

ーをねらったチョコレートだけの、割と広い売

場が設けられていて、四人の店員が忙しく応待

しているのに驚きました。

15日～17日は黒森歌舞伎が公演されます。

（幹事報告）
迎　田　稔君

○会報→回覧中

・山形西R・C．　・山形R．C．

・東京R．C．

0年次大会のご案内

264地区　　堺R．C．

0例会場変更

米沢西R．C．

＼－　　　　14日は聖バレンタインデーです。10日の日曜　　　　新会場→ニューグランド北陽

（雫立の出来る人間をつくる

教育110番の事業が実施

され、その成果をみせてい

ただきましたが、こちらの

方でも色々問題があるもの

だなあと驚いています。

教育委員会に入る前は朝

暢第3小学校におり、教育

鶴岡市教育長　生　田　謹　吾　氏

は地域と密接な関係にないとできないとの考えから

テレホンサービスを設置して学校の様子をお知らせ

していました。その後一年を経過してたいへん成果

があったので、一方的サービスでは教育は片手落ち

ではないかと思い、ご父兄の方々から学校への意見

を聞こうと思い、アンサホンを置いて両方の意志の

疎通をはかって来ました。



最近心を痛めてる事は、児童・生徒の非行問題、

問題行動といったことで、鶴岡市では以前あった様

な校内暴力的な、ものを壊したり、先生をどうした

というようなことは皆無に近い状態で、大変ありが

たい事だと思っています。これは先生方もさること

ながら、地域の方々が一丸となってあの会、この会

という様に血まなこになって、ど協力いただいてい

る社会教育すべてに現われて来ているのではないか

と思います。ただこれが、報道にもあったように、

件数は減っているのですが、必ずしも楽観できる状

態ではないのです。先生をなくり栽したり、いじめ

が原因で自殺した中学生がいたということを聞くに

つけ、さて自分の方はどうなんだろうと非常に心配

しています。先生方に聞きましても、表ざたになら

ないまでこぎつけたということで、暴力的なことは

なくなったのですが、陰湿な例えば、トイレの中で

タバコの火を体につけられたとか、便器をなめさせ

られたなどというのを聞くにつけても、表に出てこ

なくて、底にそういうかげでというのは大変問題で

はないかと思います。

この地方で、せめてその様な問題がなくなる様に

先生方にお願い申し上げている所です。

非行の原因はなんだろうとよく聞かれます。この

間は総合計画文教部会で「非行問題が直接的には落

付いているようだが、こうその間題が出てくる原因

は一体なんなのか」という質問を担当者から受けま

した。私は別の立場で、放談会なら率直に「わかり

ません」と答るのですが、そういう席で、教育長と

いう立場でただ「わかりません」という答弁はでき

なかったので、「正直に言えば私もわからないのが

実態です。しかし、わからないのではこと済まない

ので、一生懸命努力している所です」と話しました。

「教育委員会ともあろうものが、原因がわからない。

原因がわからなければ治療のしょうがないではない

か。だから非行が絶えないのだ」とおしかりを受け

ました。

単一な要因で非行はおこるものではなく、複雑ど

ころか多くの要因、要件があって背景があって、こ

んなふうになっていると考えると、みんな血まなこ

になって、あれが原因ではないか、こうやるのが良

いのではないかという風な努力をしているのが現実

態であると私はおさえているのです。

今の子どもはみんなそれ程悪い子どもかというと

そうは思っていないのです。とんでもない、子ども

は確かに1割なり5％なり3％なり、若干おること

は事実ですが、それからかきまわされているという

のが残念なのです。先生方もそういう少数の指導と

するということも大事にしていかなければいけない

のですが、他の千名の子ともを見逃してはならない

ということも先生方にお話し、お願いしております。

非行は今に始まったのではない点もあるのではな

いかと思います。私も子どもの頃はとんでもないい

たずらをしたし、さしずめ今でいえば問題児童であ

ったのではないかと思います。私は自分のところに

水を引くわけではないのですが、今の子とも達には

ネジ、底になる基盤になるものがないのではないか

と思います。そのために何かちょちょっと誘われた

り、自分の悪の心が出て、芽を出したりすると簡単

に引っかかってしまう。こういうことは今の子ども

達もやってはいけないということをわかってはいる

のですが、簡単につられてしまうということは、板

になる基盤になっているのがないのではないか。こ

れは以前ですと家庭における教育というものが基磐

になっていたのではないかと思います。そんな風に

いいますと、今は家庭が悪くて学校が良いのかとい

うことになるのですが、そういうわけではないので

す。私は一時期中学校で問題行動が報道されていた

時、中学校の先生方が随分いじめられました。「今

の中学の先生方は一体何をやっているのか、専門家

ではないか。月給もらって何やってるのか」など、

随分非難を浴びたのです。そうしているうちに、い

や、中学に来る以前にうまくないのではないか。例

えは躾の面をみても小学校、中学校、高校まで同じ

目標なんだそうです。呼ばれたら返事をしなさい。

職員室に入る時にはノックをしてから入りなさい。

わかったら「はい」といいなさい。廊下を走らない

＼ヽ－′



で下さい。という風に、小学校のネライ、中学校で

のネライ、高校のネライが同じだといわれています。

色々な面をみても小学校でやるべきことをやってこ

ないからだ、小学校の先生が一番悪いとなったわけ

です。ところが、小学校の先生方は、捕まった人は

小学校の時は実にりっばだった、中学に行ってから

なったのではないか。私はこういうことを言ってき

たつもりです。中学校の先生方は小学校がどうだの

こうだのということなしに、中学校の現状をみた時

私達として何をしなくてはならないかということを

真剣に考えるべきではないか。小学校も、中学校に

行ってから悪くなったとか、小学校の時は艮かった

ということ事体まちがいではないのか、甘いのでは

ないのか。というのは、小学校の時はハチ博士で朝

から晩まで一人の子どもをずうっと一人の先生が見

ているわけですから、私が一番良くわかっていると

思うこと事体がわからないことに通じているのでは

ないのか、いいかえれば、あの子どもはいいことを

する子どもだ、あの子どもは悪い子だとわかりすぎ

て決めつけやすいのではないか。だから中学校から

照会が来ると、あの子どもがそんなことする子ども

ではなかったのにと、すぐに出てくる。それではい

けない。小学校では一体何をしなければいけないの

かもっと真剣に人のことをいわずに考えるべきでは

ないのか。同じようなことをど父兄にも申し上げま

す。ご父兄たちも同じで、小学校の先生よりも、お

しめから全部子どもをみているし、私の性格とかお

やじの性格を合わせて自分の子どもの性格ぐらいは

小学校の先生より良くわかっている。貴女方より私

の方が良くわかっているから、貴女方のいっている

ことよりも私のいっていることの方が正しいのだと

いう考えがあるのではないか、だからちょっと何か

をいわれると反発する。ところが、ど父兄の方々も

わかっているはずなのにということ事体がわかって

いないのではないか、だから中学校で何かした時に

捕えた生徒のご父兄を呼びますと、「オライの子ど

もに限ってそういうことはないはずだ」と、必ずい

うそうです。硯に子どもを捕えておりますので、

「いや、これは家の子どもが悪いのではなく、その

隣りにいる友達に誘われたからだ」というのが多い

のです。そんなことを考えても、私は三者、小学校

中学校、そして家庭、もう一つは社会も自分の子ど

もだという考え方で、それぞれ何をなすべきかとい

うことをしっかり押えて指導していくことが大事で

はないか。それと同時にお互い連繋を深めていくこ

とが大事なのではないかと思います。

ある学者が最近の子どもの傾向、性格というもの

をたいへんおもしろく表現しておりましたので、書

きとめておきました。

最近の児童生徒の傾向

（D　自己抑制欠乏性

自己をおさえることができない、がまん強さが

ない。

㊥　内省不感症

さっぱり反省もしなければ、自分がどうのこう

のということを考えていない。

（釘　欲求肥大症

なんでも欲しがる子

④　精神的栄養失調症

共鳴、共感するということができない。大部分

の生徒はそんなことはないが、慎向としていえる

のではないか。

（む　ルール感覚欠乏症

12月の中頃出ました『青少年自書』を見てみま

したら、本来水平関係ではない親、教師等に対し

ても友人と同様の関係を求める。例えば学校の先

生方も気をつけなければいけない、遊んでいる時

「お一い先生」「なんだい」とすぐ友達のように、

前の文部大臣が中曽根首相と仙台の学校を訪れた

時に驚いた。先生方と生徒が兄弟の様であった。

一体これをどこでどう教育するのか、指導するの

がいいのかということを感じたといっています。

親でもそうです。水平関係であってはならない師

弟、親子という縦の関係にあるべき人にも水平関

係でなければ承知しないというのが最近の子ども

達であるといわれている。



制約的、規範的要素を求められる場合においても

すべて友人関係で対処するという傾向がある。これ

は甘えの要素だといっています。私的生活への嗜好

が大変強くなっている。社会への参加意欲がなくな

ってきている。自国の役に立つことをしたいという

調査で、アメリカでは8割の青少年が自分の国のた

めにしたいというのですが、日本では4割しかいな

いそうです。自分のことは考えるのですが、社会の

ためにということは少なくなってきているのではな

いか、将来を担う青少年であるので、社会的役割を

（し＿や・Mの報告＿＿〕
佐藤順治者

去る9日、福島県原町市において開かれましたⅠ

・C・M（都市連合懇談会）に次期幹事の秋野忠さん

と2人出席して参りました。

13時より14時迄Ⅰ・C・M、14時30分より16時迄ガ

バナー・ノミニー歓送会でありました。その中で、

松永ノミニーの言われた事を一寸申し上げてみたい

と思います。

先づ、国際協議会は従来5月頃でしたが、今年度

より3ケ月も早くなりました。それは、自分の年度

のための勉強に充分時間をかけられるためだそうで

あります。

次に、去年7月1日斎藤ガバナーが就任されまし

た直後から大変勉強され、近くは11月23日に仙台で

ノミニーの研修会、12月10日には東京でノミニーの

勉強会、1月25日には東京でノミニーの細部に亘る

勉強会等々、猛勉強の連続であったそうです。何は

ともあれ、皆さん応援が何よりの支えになるので、

よろしくお願いしたいとのことでした。

尚、ノミニーど夫妻は2月18日出発されまして、

約2週間の勉強を終えられ、3月6日帰国されるそ

うであります。

〔孝期役員について）

○次期理事

佐藤順冶君

十分認識して積極的な社会参加の意識をのばしてい

きたいと思っています。

自立する力のある人間を育てていきたいものだ。

寄りかかることばかりが一人前で、今のような子ど

もは競争の激しい社会に出た時にどんな生活、社会

参加ができるものだろうと大変疑問です。それに参

加しえず脱落すると、ノイローゼになったり、自殺

したりということになりかねないと思う時に、やっ

ぱり自立する、自分でやれるという人間になるよう

な子どもに育てたいと思っています。

佐　藤　順　治（会　　　　長）

吉　野　　　勲（副　会　長）

山　口　篤之助（会長エレクト）

板　垣　広　志（職業奉仕委員長）

小　池　繁　治（社会奉仕委員長）

高　橋　良　士（国際奉仕委員長）

丹　下　誠四郎（青少年奉仕委員長）

川　村　徳　男（直前　会長）　　　8名

○次期理事会

上記8名の他

秋　野　　　忠（幹　　　　事）

斎藤正治抒定）（会　　　　計）　　10名

○次期役員会

会長、副会長、会長エレクト、幹事の他

（会　　　　計）

阿　蘇　司　朗（S・A・A）

松　田　士　郎（副　幹　事）　　　7名

（ビ．ジ　タ　二〕

鶴岡西R．C．　児　玉　光　弥　君

〃　　　　野　口　　　弥　君

（ス　マ　イ二空＿〕

な　　　　し

（今週の担当者　福、島三郎）

てトーク；■　－フニラ‾7川　　1月侶H．L t）　ノ・ま’（1121．′川」ニij L〕27　ごう、；」捌く＿
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短慮云融感扇

奉譜豊露素麺童妻

州櫛静男童索過園　二能才奈攣＝日出帽 億慈　恵ノ三三沖＝一昔野　穀三　三；‾＝新櫻光〒郎葦　　＿際州等胤

出席報告：会貝72名　出席55名

㊨　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

⊂㌻‾長報筆⊃

四　つ　の　テ　ス　ト

∈）好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

川村徳男署

1．小松三雄さんと工藤弘道さんが転勤のため退会

したいということです。小松さんは56年11月入会

されまして三年余りの間、特に広報の面でど協力

を頂きましたし、工藤さんは57年4月に入会され

まして、特に今年度は青少年の育成でご苦労をし

て頂きました。ど両人ともこれからもお元気で活

躍されますようお願い致します。

2．飯野準治さんが本月1日に荘内病院で胆石の手

術をされましたので、先週お見舞に行ってきまし

た。経過がよく、手術後とは思えないほどお元気

でした。

3．次の例会までの行事

（1）ロータリー関係の行事

明日は教育110番の第6回目です。カウンセ

ラー及び運営委員の方々、よろしくお願いしま

（ゲストスピーチ）

す。

23日はロータリーの創立80周年記念日で、ま

た、世界理解と平和の日です。

（2）一般の行事

本日は暦の上で雨水、雪が雨にかわって生き

ものがそろそろ活動をはじめるということだそ

うです。

明20日は旧の元日です。

（幹事報告）迎田　稔署

○地区青少年交換委員から派遣学生のオリエンテー

ションの案内

日　時　3月10日

場　所　寒河江プラザホテル

出席者　当クラブ派遣学生

伊藤久美さん（鶴岡北高1年）

クラブ代表　新穂光一郎君

理　事　長　就　任　の　挨　拶

皆さんこんにちわ。今年度1985年度19代目の青年

会議所理事長という大変な大役を仰せつかりました

村井です。どうぞよろしくお願い致します。

こういう席でお話しするということは大変緊張致

青年会議所理事長　村　井　勢　一　著

します。日頃ロータリーの皆様には本当にお世話に

なっている青年会議所です。その青年会議所のこと

を皆様の前でお話しなければなりませんが、私の趣

味のゴルフの話ですと、リラックスして本音のお話



も出来る訳ですが、こと青

年会議所の話ともなると建

前的になりますし、私の苦

手の分野でもありますので

多少拙い話にもなるかと思

いますが、少しの間お時間

を拝借させていただきます。

青年会議所は今年で19年

目を迎えました。私は15年前に入会しましたのです

が、その時メンバーは48名でした。現在は96名なの

で、丁度2倍になった訳です。私が入会した頃と一

番違うのは、人数が多くなった為に、メンバーの一

人ひとりがお互のコミュニケ一一シ／ヨンを作る場が少

くなったことです。例会が二回、委員会が一回とい

う月のスケジュールになっていますが、その中での

セレモニーも多く、時間も夜の7時から9時の2時

間なので、お互に本音のざっくばらんな喋りが少な

く、コミュニケ一一三／ヨンを深めることがしにくくな

っています。このことが一番の悩みです。

今年の募集人員は30名の予定であり、総勢約120

名のメンバーになります。そうすると益々コミュニ

ケーションをとりにくくなり、友情を深める問題な

どに難しいことが多く出てまいります。

青年会議所の仕事は、社会開発の運動を行うとい

う分野になると思いますが、その為には、我々の一

人ひとりがコミュニケーションをよくとり、互いの

友情を深めた土台の上に青年会議所の運動を推進し

て行くべきだと考えます。そんなことから今年一年

このコミュニケーションの場を是非数多く作り、例

えば色々な遊び、スポーツを通じて、或いは飲むこ

とでも結構ですが、そういう場面を今年は沢山作っ

て行きたいと考えております。それが無くては青年

会議所の社会開発運動というものが、なかなか進ま

ないだろうと考えております。

更に、このコミュニケーションとか友情を深める

とかのことと同時に、ここにお集りの青年会議所O

Bの方々は在籍中非常に勉強されておられた様です

が、今の我々はなかなか勉強とか、学習するとかが

苦手と云うより嫌いでして、塊状の鶴岡がどうであ

るかと云うことすら勉強不足の状況であります。こ

のことから、今年は鶴岡市の規状の生活指標を作り

自分達の住んでいる鶴岡を数字とか図式で表し、把

握しながら勉強しなければ、我々の社会開発運動な

どはおこがましくなってしまいます。数字をつかみ

例えは、鶴岡の行政の行末とは・‥などと、しっかり

一人ひとりの考え方を確立してこそ、始めて青年会

議所の運動が推進出来るものと考えます。ですから

勉強嫌いな我々のメンバーにどの様に勉強させるか

好きにならせるか、その為の方法を是非見つけたい

と考えております。以上二つの柱を設けて、今年は

頑張って参りたいと思います。

今、青年会議所は以上の様な考えで動き始めてい

ますが、今日は他に二つほどお願いを申し上げさせ

ていただきます。

その一つは、今年30名程度の会員拡大をしたいと

先程述べましたが、ぜひ皆様の職場の方あるいは二

代目の方でも結構ですが、青年会議所の場で活躍し

てみたいと云う方がおられましたら、入会をお願い

したいと考えております。実はここにパンフレット

がありまして、毎年募集の度に出しておりますが、

今年は3月11日を締切日にして現在会員の募集を行

っております。是非皆様からの推せんをお願いした

いと思っております。

次に、羽黒に月山牧場と云うのがありますが、そ

こに有志でポニーを三頭飼っております。去年、我

我青年会議所が十数年来のお付き合いをしています

東京のハーモニーセンターと云う青少年育成団体か

ら譲り受けたポニーです。今は雪が沢山ありますの

で民家で一頭つつ預って飼っていただいております

が、雪が融けましたら又ポニーを牧場に上げて子ど

も達に喜んでもらいたいと考えております。ただ、

羽黒の行政でやっている訳ではなくて、全くプライ

ベートなもんですから資金が大変不足しております。

そこで、月山高原牧場にポニーを育てる会を発足し

まして、今会員を募集しております。入会金を1万

円にしまして、年会費を3千円で徐々に会員を増し



て行きたいと考えております。

今、月山牧場には三つ位のイベントしかありませ

ん。一つはラングラフという最近盛んになってきた

いわゆる歩くスキーを3月に行いまして、それから

夏には月山高原祭りというお祭りを行います。それ

とバーベキューを今やっています。ですから実際に

人を集め牧場を活用する時間は非常に少なく短い訳

であります。そこで雪が融けて又雪が降り始める間

ポニーを20頭、30頭と増して、子ども達の遊び場と

しての牧場だけでなく、更に牧場全体を青少年を育

成する為の媒体にする考えで、そんな牧場を夢見て

いる我々なんです。私どもの青年会議所が発起人と

なってやり始めた会ではありませんが、ポニーを譲

り受ける時に力添えしたこともありまして、我々は

是非協力しながらやってゆきたいと考えております。

大きい意味で庄内と云いますか鶴岡に近隣した町村

にも多く人々を呼べるようにという様な願いを含め

まして、今会員募集をやっている最中です。勧誘に

伺うかもしれませんが、ロータリーの皆様にこの様

な会があるということを知っていただければ有難い

と思っております。

青年会議所の運動の中には個人的な修疎の場もあ

り、公式対外的な場もあります。そんな二つの面を

何んとかうまく生かして、青年会議所の運動を推進

して参りたいと考えております。

ロークリ】クラブの精神も鶴岡青年会議所の精神

も同じ目的ではないかと考えておりますが、日頃お

付き合いをする場面が少なく、これからの鶴岡のこ

と、庄内のことを考えていく上に是非皆様のお教え

を乞いたいと考えております。以前にはソフトボー

ノレ大会があったと記憶しておりますが、運動だけで

なく、酒を飲む場面でも結構ですので、我々と話し

合いがなされるチャンスをこれからも作って頂けれ

ば有難いと考えております。

青年会議所は来年が20年日という大切な節目を迎

えます。何事においても20年存続していくと云うこ

とは大変であり、まして昨今の経済情勢をみますと

私達のこういう運動がもしかしたら停滞するのでは

ないかと、私自身心配しながら取り組んでいます。

しかし、我々は若さでこの時代を乗り切って参りた

いと考えていますし、今年の私のスローガンの果敢

なる挑戦と云う言葉の気持ちを忘れずに、20年目に

向けてひとつの土台作りをしたいと考えておりますも

今日はこういう会合でお話させていただく光栄に

浴しましたことを感謝しまして、私のお話を終らせ

ていただきます。

有難うございました。

（退会の挨拶）
工藤弘道君

一言退会のご挨拶を申し上げます。

先程会長さんの方からご紹介ございました通り、

今般の会社の2月の人事異動で秋田支店の方に転勤

することになりました。私、57年の4月に当クラブ

に入会させていただきまして、その間本当に会員の

皆様から温かいど友情に支えられまして今日までク

ラブの会員として楽しく過させていただきました。

本当に有難うございました。

鶴岡は前任地から来て3年になる訳でございます

けれど、当初ここの店舗が新設店舗であったという

ことと、果して商売の方を上手くやれるかどうか、

それから地元の皆様と友好な関係をもって商売が出

来るか非常に心配であったのですけれども、ロータ

リークラブの会員の皆様の温かいど支援によりまし

て、店舗も3年を経過致しまして、まずは順調に営

業活動を営んでおるという、これも偏に会員の皆様

の賜と非常に感謝申し上げてる次第でございます。

私、非常にこの筒が住み心地が良くて今般3年にな

った訳でございますけれど、異動は全然ないものと

いう風に考えておりましたのですが、急きょそうい

うことで秋田の方に行く様になりました。今後は鶴

岡の皆様方と培われましたことをベースにしまして

新任地で一生懸命やらしていただきたいと思ってお

ります。本当に皆様有難うございました。



（新会員紹介〕
嶺岸光吉君

鶴岡信用金庫専務理事　斎藤庄治君

自　　宅　　鶴岡市三光町10番6号

生年月日　　昭和2年11月9日

奥様名　　斎藤津弥子さん

鶴岡市大字日枝字海老島221¶3

長　男　　斎藤　悟君（34才）

奥　様　　斎藤政子さん

孫　　　　斎藤信吾君（4才）

次　男　　斎藤　充君（31才）

趣　味　　園芸、バラ作り得意

（新入会員挨亘〕　斎藤庄治看

富士印刷の嶺岸社長さん

のど推せんをいただきまし

て皆々様方の温かいど理解

のもと入会のご承認をいた

だきました斎藤庄治でござ

います。由緒ある鶴岡R．C．

に会員として入会を認めて

いただきましたことは、私

にとり大変に光栄に存じ、有難く厚くお礼申し上げ

ます。今後クラブの主旨を十分理解致しまして、会

員として恥しくない様に努力致して参りたいと思い

ますので、先輩の皆々様方にはよろしくご指導とど

高誼の程をお願い申し上げ、簡単でございますが、

ご挨拶にかえます。

（ス　マ　イ　ル⊃

阿部与十郎君　　私の二番目の弟が大東亜戦争で

森永乳業の要員としてジャワに

赴任し、スマランで亡くなりま

した。今回戦死として認められ

勲八等瑞宝賞をいただきました。

藤川亨胤君　　教育110番の広報をNHKでや

っていただきました。

張　　紹渕君　　風邪が流行り、懐が少し潤った

のと、風邪にもめげず元気に診

療出来ました。

（ビ　ジ　タ　ー）

立川R．C．　　滝　　禅源君

鶴南西R．C．　菅原幸雄君．長野正彦君

ロータリー用語便覧㈹

協　　議　　会
協議会にはクラブ

協議会（Club A－

ssembly）地区協議会（District

Assembly）国際協議会（Intern－

ational Assembly）の三種があ

る。

クラブ協議会は、全役員、理事と各種委員長が集

まってクラブの計画・活動について協議する会合。

地区協議会は、各地区内全クラブの次年度会長・幹

事・次年度ガバナー・RI理事会が指定する者等が

4月・5月または6月中に地区ガバナーによって召

集されて開かれる会合で、ロータリー教育と知識・

情報の交換や提供、地区活動の調整が目的となって

いる。最近の数年間は理事会が「地区協議会は国際

協議会の終了後、7月1日以前のできるだけ早い機

会に開くことが望ましい」という声明が毎年出され

ている。

国際協議会は、RI会長・副会長およびその他の

理事、会長被指名者・理事被指名者・事務総長・財

務局長、RI地区ガバナー・ノミニー、国際口一グ

リー各委員長および他理事会が指定する者から成る

集会で、RIおよび各クラブの次年度の事業活動を

協力して計画し、かつロータリーに関する教育と、

運営上の任務に関する教育を行ない、同時に出席者

間の親睦をはかる機会ともなる。

（今週の担当者　手塚　拓）
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◎　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

四　つ　の　テ　ス　ト

④　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

⊂套一長報告つ　川村徳男署
1．福島三郎さんが東京に転勤されるということで
す。3月25日付だそうで、まだ暫らくはこちらに
居られるようですが。福島さんは58年4月入会さ
れて、ちょうと2年になります。特に今年度は会

報でこ苦労をおかけしております。東京に行かれ
ましてもお元気で活躍されるようお願い致します。

2．鶴岡高専の栗田晃一君がこのたびめでたく卒業
されるということですが、同君は在学中、インタ
ーアクトクラブのメンバーとして、また会長とし

て前向きの活躍をし、Ⅰ・A・Cの振興に大きな貢
献をされました。ど卒業を機会に、その功績を称
えて表彰状と記念品を贈ることにしました。

3．本日は、ロータリ】創立80周年記念のプログラ
ムとしてスライドを見ていただくよう用意しまし

た。いつものことながら張さんのど厚意によるも
ので、感謝申し上げます。

4．次の例会までの行事

（1）ロータリー関係の行事
こんどの土曜はご案内のように、1時から麻

雀大会です。
来週の火曜は、3月の定例理事会があります

ので、メンバーの方は11時半までおいで下さる

ようお願いします。
（2）一般の行事

28日から春の全国火災予防運動が、3月1日

からは全国緑化運動が行なわれます。
3月3日はひな祭り。また、耳の日です。

〔幹　事報告〕　迎田　稔署
○例会時間・場所の変更　八幡R・C・

3月2日→3月3日　午後6時

経営者研修会の為
湯の浜　ホテル．リゾート

○回覧→59年度上半期の寄付金明細書（米山記念奨

（亘：套二重亘二）　小松三雄君
退会にあたりまして一言挨拶申し上げます。
2月14日内示を受け、3月末に発令と言う事で酒

田の方に転任致します。55年の3月に鶴岡に赴任し
5年間、ロータリークラブには3年間御世話になり
ました。当クラブ、西クラブさんにメークしながら
100％出席出来て3年間を過させて戴き、色々諺に
もある様に、3日、3ケ月、3年という事がありま
すが、3年間R．C．に100％出席出来たことを一つの

糧としまして、酒田に行きましても全力投球をした
いという様に考えています。いづれにしましても、
お隣りの市でございます。これからは、庄内は一つ
という前提の中で私もやって行きたいというふうに

考えておりますので、何卒、従来に増して御指導・
御鞭撞賜わります事を重ねてお願い申し上げまして
退会の挨拶にかえさせていただきます。本当にあり
がとうございました。

（垂会参加挨拶）　石黒慶之助宕
来る3月8日～10日に、私が最も親しくしている

第346年次大会に大原普一郎バストガバナー夫妻が
R．Ⅰ．会長代理として参加することになりました。
この地区は、わがクラブの元会長．張紹渕先生並

びに同じく元会長．中江亮さんの出身地であり、当
クラブと姉妹クラブのある地区であり、更に鶴岡大
会にR．Ⅰ．会長代理としておいでいただいた英子珊先
生こ夫妻、私と同期で親交のある慶泉生元総監ど夫
妻、或は姉妹クラブとして台中港区扶輪社及び酒田
東R．C．との姉妹クラブ苗栗扶輪社があり、わがクラ
ブにとっても、私にとっても最も親しい地区であり



ます。
大原先生は今まで1度も台湾を訪ねておらず、大

変不安に思っておられましたので、私から上記各位
にR．Ⅰ．会長代理の紹介を依頼され、先方との連絡中
「石黒夫妻も共に来訪してほしい」との要望が多く
また、大原先生からもおさそいを受け、正式に随行
することとなりました。謝文昌総監よりも正式に招
待いただきました。

台中港区、苗栗両R．C．は大会終了の晩に大原・石
黒両夫妻の歓迎会を開催して下さるとのことで、鶴
岡R．C．川村徳男会長と酒田東R．C．数馬稲蔵会長より
夫々童永樟社長及び載文杏社長宛のメッセージをお
預りして参ります。皆様を代表し姉妹クラブの皆様
と友情を深めて参りたいと思います。

日程は3月7日早朝出発し、年次大会へ出席し、
3月12日に帰国、13日夕方には鶴岡へ帰る予定です。

⊂≒」三＿1＿⊥〕

奉　仕　の　物　語

張　紹淵著提供
奉仕の物語は、一般大衆用に作られた視聴覚

プログラムの台本である。

もしあなたが常々、地元の一般の人たちにロ
ータリーとはどういうものかを説明するのに、

思わず釣りこまれて見入ってしまうような視覚
教具がないものかと考えておられるとしたら、
このスライド・プログラムこそあなたの要求に

お答えできるはずです。このプログラムは、ロ
ータリアンはどのようにして地元地域社会にお

いてのみならず広く世界レベルにおける奉仕に

参加協力するかを説明しています。これはまた、
クラブの新会員にロータリーを興味深く紹介す
る場合にも利用できます。

・、スマ　イ　ル‾・

張　紹渕君
染野　檀君

白坂　久君
飯野準治君
佐々木吉吉彦君

阿部与十郎君
三井　健君

送別会の折履物を間違えました。
当校の栗田晃一君が青年功績賞を
戴きました。
長男が大学に合格しました。
体の全快と今後共通進出来る様に。
趣味の文庫本の発行の事が大きく
報道されました。
新しい靴と間違えられて幸甚です。
ヒヨコのインタビューが報道され

ましたので。

〔ビジ　ざ二二〇
温海R．C．　　佐藤五右工門君
鶴岡西R．C．　加藤有倫君

昭和60年2月28日（木）
午後2時～2時半
中国飯店　申出二宅にて
阿蘇：こめん下さい。お昼休みの一

時をお借りしまして、ちォっとお話
を。
中江さん：特に何もお話しをすると
いうこともないのですがね。
阿蘇：中江さんはロータリーの入会
は昭和44年11月ですね。それで何代

目の会長ですか？
中江さん：会長としては24代目ですね。
阿蘇：中江さんの知られざる事をお聞きしてみます
のでよろしく。

中江さんこそんな事は何もありませんよ。
阿蘇：まあそう言わずに。中江さんは戦争には？
中江さん：戦争には行きませんがね、東京の小金井
というところに18才位の時ですかな、横河電機とい
う所の経理にいましたがね。
阿蘇二それが何で今の御商売に？
中江さん：戦争中はね、その軍需工場にいましてね、
食るには困りませんでしたがね、戦後今の山形大学
に入学したのですよ。
阿蘇二ますます分らなくなりましたね。
中江さん：いやいや、学費が続かず中退しましてね。
母の死にも会ったことも重なりましてね。それで食
べて行けないとなりましてね、人を使って“食べ物

屋－1を始めたんですよ。
阿蘇：ああそうですか。やっと分りました。それか
ら困った事とか大変だった事はありますか？
中江さん：そうですね、幹事をやった時かな、家が
酒田でしたからね、時間の事もあってよくやったと

思いますよ。辛かったですね。
阿蘇：それは大変だったでしょうね。ところでと趣

味は？
中江さん：釣りとかゴルフかな。釣りではいやあな

思い出があるんですよ。ある時ね、夜の12時頃です
かね、湯の浜の地獄岩での出来事ですよ。思い出し
たくもありませんよ。

阿蘇：何だか気持ちが
悪いですね。恐しい事
ですか？
中江さん：二度と夜釣
りはしていませんから
ね。それはね、私が釣
りをしていますとね、

側に人が来たんですよ。
そうしているうちに大
きい物がかかりまして
ね。

阿蘇：それは良かった
ですね。それで、何が釣れましたか？

中江さん：いや、釣れなかったんですよ。それはね
魚が大きいのでね、側に来た人に協力を求めるため
に横を向いたんですよ。そうするとね……その人が

居ないんですよ。
阿蘇：エッエッ！海に落ちたんですか？
中江さん：それがね、出たんですよ。それからは一
目散に家へ帰ってフトンをかぶって寝ましたよ。そ
れからもう一切夜釣りはしていませんがね。

阿蘇：色々お聞きしました。私も今夜は眠られませ
んかな。ありがとうございました。

（今週の担当者　忠鉢　徹）
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㊤　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

四　つ　の　テ　スト

④　好意と友情を深めるか

①　みんなのためになるかどうか？

師つ　川村徳男宕
1．定例理事会の報告

（1）5月上旬にハイライン君のこ両親がおいでに

なることは申し上げましたが、その後の情報で

同じ頃にオーストラリアのストーウェルからリ

ンゼさんが来られるそうです。どちらも当クラ

ブとは縁の深いクラブのメンバーですので、歓

迎会をもつ方向で検討することにしました。

（2）ユニバーシアード神戸大会に参加する発展途

上国の選手のために旅費援助をお願いしたいと

地区ガバナーからの要請がありましたが、他の

クラブの対応も聞きまして、会員1人当り300

円の拠出をすることにしました。

2．次の例会までの行事

（1）ロータリー関係の行事は特にありません。

（2）一般の行事

明6日は啓蟄で、虫やピッキ、ヘビなどが穴

から出て動き出すのだそうです。また、皇后誕

生日で、皇后様は82才になられます。

7日は消防記念日、8日は国際婦人デーにな

っております。

10日は県内の公立高等学校の入学試験ですが、

皆様のご子弟、ど親戚に受験の方がおられまし

たら、首尾よく合格されるようお祈り申し上げ

（幹事報告）　迎。稔君

1．回覧→鹿児島西R．C．会報

2．J・C麻雀大会のこ案内

日　時　3月17日（目）午後1時

場　所　グランドエルサン

会　費　3，000円

3．立川R．C．創立10周年記念式典のご案内

港虜）震■託

日　時　4月28日（目）午後1時

場　所　立川コミニュティセンター

登録料　6，000円

4．新会員の推薦

平出統一看　住友海上火災保険株式会社鶴岡

支店長一一自動車保険

（委員会報告）

⊂魂睦活動委員会）　小池繁治看

去る3月2日、親睦麻雀大会を開催、懇親会のみ

出席者を含めて20名の多数の出席をいただき、盛会

に終えることができました。

成績は、優勝鈴木正昭君、準優勝小池繁治君、1

位庄司嘉男君の諸兄でした。

会員誕生

飯野準治君．小松広穂君
中野借吾君．佐藤　　昇君

佐藤　　忠君．鈴木茂男君
手塚林治君．若生恒吉君
山川久喜君

奥様誕生

早坂保江様．石川徳江様
板垣地永子様．嶺岸豊子様

松田照子（貞夫）様．皆川直子様

佐藤晴子（衛）様・高橋多恵子様
高田紀子様

（牒席委員牟⊃
〇年間皆出席

12年間皆出席　　板垣俊次君

9　　〃　　　　迎田　　稔君

7　　′ク　　　　川村徳男君

1　ク　　　　佐藤英明君



02月100％出席　53名

秋野．阿蘇．阿部．張．藤川．福島．早坂・飯白・
石井．石川．石黒．板垣（俊）．市川．川村・小池・

小松（広）．小松（三）．今村．加藤．塚原・三井（賢）
三井（健）．嶺岸．迎田．松田（貞）．松田（士）・中

江．中田．斎藤（隆）・佐藤（忠）・佐藤（順）・佐藤

（友）．新穂．菅原．鈴木（善）・鈴木（弥）・庄司・
佐藤（英）．鈴木（茂）．佐々木．斎藤（昭）・白坂・

高橋（艮）．丹下．手塚（林）．富樫・内山・渡部・
若生．山口．吉野．山川．皆川

⊂互∃二王うつ
鈴木正昭君　　マージャン大会で優勝して

川村徳男君　　ロータリーの友3月号に青少年問

題電話相談室写真が載ったので

⊂亘二互二互＝⊃
山形南R．C．　茨木隆夫君

温　海R．C．　佐藤五右工門君．阿部一大君

鶴岡西R．C．　斎藤健治君．瀬尾助三郎君
佐藤　　拡君

上野三郎さん

於．羽前絹練株式会社応接室にて

午前11時から11時30分まで

阿蘇：おはようございます。お忙し
いところどうも。

上野さん：いやいや、インタビュー

もなかなか大変ですね。御苦労様で

す。

阿蘇：どうもありがとうございます。
やりかけたことでもありますので頑張っています。

ところで、ロータリーへの御入会は？

上野さん：昭和44年です。石黒さんが会長をされて
おられた時ですね。あれから16年。バッチは5ケ位

いただいていますよ。

阿蘇二会長の御経験は？

上野さん：ええ、昭和52年～53年ですね。幹事は佐

藤順治さんにお願いしました。

阿蘇：その頃お心に残られた事はありませんでした
か？

上野さん：笑い話しがありますよ。それはね、三年
に一度台中港区に続盟式という事をやっているので

ね、私が会長の時だったので、団長として行った時

ですよ。

阿蘇：またそこで笑い話しとは。何か失敗でもした
のですか？

上野さんこいや、台中でね、団長に花束贈呈という

時の事ですよ。幹事の佐藤順治さんがね、ど存知の

ように立派なヒゲをたくわえているでしょう。間違

って順治さんに贈呈されたのですよ。

阿蘇：それはまたとんだハプニングですね。それで

とうなさいましたか。

上野さん：いや、カッコウ悪くてね、しかし結局は

私ももらいましたがね。おかしいやら、バツが悪い

やらでしたよ。

阿蘇：それはそうでしょうね。その時の様子が分る

ようですね。それから最近思っている事とか考えて

いる事は？

上野さん：年のせいかな、人間の巡り合せ、因縁に

興味を持ちだしてきましてね、困ったり、ホッとし

たりすることがありますよ。それが麻雀に現われて

いますね。

阿蘇：えっ？！麻雀？　何でですか。

上野さん：ええ、私のね、今の唯一の趣味といえは

麻雀でね、パイの組合せで色々な事が出来るところ

から人生の出来事も似ているようでね、作ろうと思

っても作れない、やろうと思っても出来ないという

ところがね。

阿蘇：そんなものですかね。私は麻雀をしないもの

でよく理解出来ないのですがね。でも上野さん、麻

雀というのは健康に悪いそうですが。

上野さん：他の人からもよく言われますよ。私の麻

雀歴も長くてね、昭和24年から続けていますよ。で

も最近は日中にやっていますからね。

阿蘇：他には何をやっていました。

上野さん：今はやっていませんがね、バレーボール

や釣には一時的には夢中になった事もありますがね。

あっ、そうそう、麻雀の話ですがね、すごい事があ

ったんですよ。一生に一度あるかないかという事で

すがね。

阿蘇：一生に一度？！そ

れはすごいですね。どん

な事があったんですか？

上野さん：九連宝燈を作

ったんですよ。チュウレ

ンポウトウと読むんです

がね。過去たった一度、

昭和55年と記憶していま

すがね。

阿蘇：よく分らないのですが、余程すこいことのよ

うですね。色々お忙しいところにお邪魔しました。

ありがとうございました。

（今週の担当者　斎藤　昭）
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（9　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

四　つ　の　テ　ス　ト

（∋　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？
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（会長報旦つ　川村徳男署
1．松永ガバナーノミニーから、ナッシュビルで研

修中の2月27日付でお便りがきております。なお

来年度のテーマは「あなたが鍵です」と示された
ようです。

2．ソ連のチェルネンコ書記長が死去したというこ

とで、今日の新聞にはソ連に関する情報がたくさ

ん載っております。その中で山新の談話室に、ソ

連には党官僚の特権集団が存在し、指導部の人た
ちは物資不足や住宅難にも全く無縁で、別荘を与

えられ、特別の商店で好きな物を自由に買える。

だから快適な生活を危うくする恐れのある改革に

は強く抵抗する。とありますが、イデオロギ▼は

違っても人間の心情は変らないと知っで愉快でし

（ゲストスピーチ）

た。

3．次の例会までの行事

（1）ロータリー関係の行事

17日の日曜にJ・Cのマージャン大会に出ら

れる方、たくさんスマイルができるようがんば

って下さい。

（2）一般の行事

14日は新幹線上野乗入れ、18日は彼岸入りで

匝垂つ　迎。稔看
○回覧→東京R．C．会報

○レ¶ト変更のお知らせ

4月1日より、現行245円→258円

国　際　青　年　祭　に　つ　い　て

山口でございます。実は

今日のスピーチの依頼を受
けたのは、私ではなく夫の

吉彦でしたが、彼はある若

妻グループから講演の依頼
をかなり前から受けており

ましたので、代りに私に行

くようにと言われまして、

大変重大な責任を感じなが
ら、今日この会場にお邪魔致しました。

ロー∴グリークラブの皆様には、日頃から何かとこ

支援ご協力を戴き、心から感謝致しております。

幸いなことに「アマゾン・グループ」という草の

根の国際交流の活動体が昨年誕生し、鶴岡を訪れる

外国人のホームスティを引き受けたり、海外にカレ
ンダ」を送ったりしてきました。そして今年は、国

ナス

山　口　考　子　さん

際青年年ということで、何か意義あるお仕事をして
みようと皆で話し合いました。その結果「国際青年

祭イン庄内」という国際フェスティバルをこの豊か

な自然と文化にあふれる庄内を舞台にやってみよう

ということになったのです。まだ準備の段階で、今

日のお話する事も原案の原案なのですが、この庄内

地方に8日1日～5日までの5日間、日本で勉強し

ている外国人留学生を100名位招待し、日本古来の

文化と美しい人情あふれる鶴岡を世界の若者達に知
ってもらうと共に、この庄内の若者達が彼らと積極

的に交流し、国際感覚を学ぶと共に、自分の住む郷
里が国際的価値を充分に持ち合わせているという認

識を持てたらと思います。都会で学ぶ外国人留学生
は学生寮とか国際センターとかいう所に住んでいて、

純粋な日本の家庭生活を知る機会は大変少ないと聞
きました。特に長い夏休みは淋しく過すそうです。



そういう彼等を庄内に招き、各家庭にホームスティ

しながら、日本の伝統芸能、音楽、スポーツを通し

て交流し、最終日には月山の麓に国際村のキャンプ

を作り、彼らからもそれぞれのお国自慢の芸能、料

理、民族衣裳なども披露してもらうといった内容の

ものでこざいます。既に若者達の多くの団体からも

協力の声が上っており、又、鶴岡市長さまともお会

し全面的な応援を戴くことが出来ました。日本に学

ぶ海外留学生は、帰国すればその国のエリートとし

て第一線で活躍される方達で、そうした方達に、日

本の本当の姿を知らず、ワークホリックだ、エコノ

ミックアニマルだという印象を持って帰られるので

なく、庄内の豊かな自然と人々の生活を通してふれ

合う経験は、彼らの日本での研究をさらに意義ある

ものにするでしょうし、あるいはこれが将来の直接

的国際観光に結びつくかもしれません。

ここでちょっと私の20年前のことを思い浮べるの

ですが、私が機会を得てロンドンで英語の勉強をす

る事になり、その経路を一番安く色々の国を見て行

けるシベリア鉄道を使ってヨーロッパに出ることに

しました。ソ連の旅は大変な教訓の旅でした。四六

時中インツーリストのガイドが私の行動をチェック

していました。ミ仙ル・クーポン（食券）を何かの

手違いで渡されず、1週間食事が出来ませんでした。

又、レーニングラードで道に迷いましたが誰も助け

てくれません。法律で市民は外国人と話すのを禁止

されているのです。最後に私に道を教えてくれた青

年は、あやうく牢屋に引っぼられる所でした。そう

いうことがあって、その後のオーストリアのウィー

ンに着いた時は、本当に生き返った気分になりまし

た。しかし悪いことばかりでなく、食券がもらえな

かったことで、世界各国の旅人と友達になり彼らの

食事を半分づつ分けてもらいました。又、その後、

ドイツ、スイス、イタリア、フランス、オランダ‥

etcとヨーロッパを旅する時もシベリア鉄道で出会

った友達を訪問し、色々な素暗しい体験も出来まし

た。彼らは本当に気さくで経験が豊かで個性的です。

私は今でも彼らと深い交流を重ねています。

こうして今考えてみますと、若い時にさまざまな

国や人権に出会ったことは、私にとってまざれもな

く心の宝物であり、人生の支えになっております。

もし訪れた国で良い体験や信頼出来る友人が得られ

れば、それはいつまでもその国に対する敬愛の情と

なり、逆に外国人であるということで恥しめられ、

理解を得られなければ、いつまでもその国に対する

悪感情はまぬがれません。

そして今年国際青年年にあたり、日本に住んでい

る一番身近かな外国人に日本を正しく理解され、日

本人も又彼らの多様な生き方を直接見、共に体験し

て、心の寛さを養っていかなければならないと思い

ます。どうかロータリークラブの皆様、今年のモッ

トー“l）iscover the New World of Service

の精神をもって、今若者が計画し実行しようと動き

JI凡ている国際青年フェスティバルの為に心からの

ご支援・ご協力をお寄せ下さいますようお願い申し

上げます。こ静聴ありがとうこざいました。

国際青年祭趣意書

21世紀を目前にして私たちの周辺にも国際化

の波が押し寄せて来ています。

世界の人類が平和と繁栄を求めて前進するに

最も重要なことは“かみしもりを着た外交では

なく、肌と肌を接したぬくもりのある交流であ

ると考えます。

参加・開発・平和をテⅦマにした国際青年年

にあたり、庄内の若者と世界の若者が交流を図

り、輪を広げ、少しでも国際理解に役立ち、個

人の能力を高めると共に、地域や国の発展に貢

献することを願い、庄内地区に、日本に留学中
の世界各国の青年達を招き、ホームスティ（民

宿）による交流、武道、茶道、舞踊等の体験、

そして大自然を舞台に国際村を造り、音楽、踊

り、スポーツ、料理…等を通じて、ふれあう、

INTERNATIONAL YOUTH FESTIVAL

（国際青年祭）を別紙のように発起したところ

であります。

つきましては、若者達の持つ夢とロマンと情

熱とパワーによる草の根の国際交流実現のため

格段の御力添えをいただきますようお願い申し

上げる次第であります。

昭和60年3月　目

発起人

殿

（別紙省略）

（委員会報告〕

（ス　マ　イ　ル）

㍉ヒ　シ　タ　ー㍉
な　　　し

（今週の担当者　福島三郎）
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㊤　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

「套∃亡亘j⊃

四　つ　の　テ　ス　ト

④　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

川村徳男署

1．P・Gの石黒先生が台湾の年次大会に出席され

て、お元気にお帰りになりました。まことに御苦

労様でした。また、当クラブから台中港R．C．への

メッセージをお伝えいただきましてありがとうこ

ざいました。後程スピーチがございます。

2．渡部利夫さんがこの度の異動で、4月1日付で

本部に戻られるということです。渡部さんは56年

4月入会されまして4年間、特に会計、会員増強

にこ尽力いただきましてまことに有難うこざいま

した。これからもお元気で活躍されますようお祈

り申し上げます。

3．今日は福島さんにとって最後の例会出席になり

ます。鶴岡でのご活露ご苦労様でした。新しい任

地でもお元気に過されますようお祈り申し上げま

す。

4．次の例会までの行事

（l）ロー∵グリー関係

明20日は第7回日の教育110番ですので、関

係の方々よろしくお願い致します。前回の2月

の相談は、その直前に市の広報紙に掲載して頂

いたり、市の企画でN・H・Kの市町村だよりの

時間にP・Rしていただいたり、市当局の絶大な

ど協力がてきめんに現われて、受付開始の10時

早々から電話が入り、その後も途切れる間もな

いほどで、応対するカウンセラーの先生方も張

り合いがあったようでした。留守番電話の件数

からみても、親、本人、と悩みをもつ人達は決

して少なくはないでしょうから、適切なP・Rの

協力を得るようにしてゆげは、これから先相当

数の相談が定着することが期待できるものと思

います。

23日は次期会長、幹事の研修セミナーが原町

で行なわれます。大へん御苦労様ですが、気を

つけて行ってきて下さい。

（2）一般の行事

21日は春分の日、彼岸の中日です。暑さ寒さ

も彼岸まで……自然とのかかわりの深かった昔

は大事な生活の目安だったのでしょうか。

（画面‾盲‾）迎田　稔署

1．出版物のご案内
“核をやめさせる力Ii

ハロルド・ウィレンズ著

向笠広次訳（国際ロータリー前会長）

2．講演会のご案内

日本の生きていく条件

太平洋協力の展開

外好評論家　佐藤紀久夫氏

3月19日　午後3時

物産館　3階ホール



主催　鶴岡法人会

日本外交協会

3．立川R．C．10周年記念式典への参加お願い

（会員スピーチ）

日時　4月28日　午後1時

場所　立川コミュニティセンタ【

台湾第346地区年次大会に招待されて

今回、私共の地区と最も親しい関係にある第346

地区総監謝文昌氏の正式招待状を受け、更にR．Ⅰ．会

長代理となられた大原普一郎バストガバナーのご要

請により、会長代理御夫妻に随行し、家内と共に大

会に参加して参りました。私の訪問については、姉

妹クラブである台中港区扶輪社と酒田東クラブと姉

妹クラブ盟約の苗栗扶輪社の強いご希望並に同期の

総監蓼泉生博士や、鶴岡大会に会長代理としておい

でいただいた英子珊博士各位の絶大な蔭からのこ好

意によるものと思います。

更に訪台については、鶴岡R．C．会長川村徳男さん

のメッセージと酒田東クラブ数馬稲蔵会長のメッセ

ージの依頼を受け、姉妹クラブ会長にお手渡しでき

友情を深めることができました。また、張紹渕先生

と中江亮元会長には私の訪台のため、出発前より先

方へ種々ご連絡いただき、充分地ならしをしていた

だきました。両氏のど尽力に心から感謝いたします。

3月7日朝7時半鶴岡出発しましたが、川村会長

は駅までわざわざお見送りいただき、恐縮しました。

72才の老人に対し、このように暖かい友情を以って

激励下さいました内外の皆様に心から厚く感謝いた

します。ロータリーの友情を喫みしめて、その果報

者だった私が皆様にとんなお土産話が出来るか心配

であります。

今回の台湾訪問は毎日歓びと暖かい友情に充ちた

感激の旅行でありました。会長代理の随行者である

のに、大原先生と同様に処遇され全く恐縮いたしま

した。例をあげてみれば、3月7日夜6時半に桃園

空港に到着したら（羽田より英先生こ夫妻が同乗さ

れた）、謝総監ご夫妻並びに台車西南クラブと台中市

のクラブ代表10名位のお出迎えを受け、当地区から

石　黒　慶之助　署

行った5名全員にレイをかけ拍手で迎えられたり、

大会中はカトレアの胸飾りと元総監の名札をつけら

れ、夫人には花束を贈られたり、帰りには幸福を呼

ぶリボンを総監夫人が自ら胸につけて下さいました。

ホテルでは何時も会長代理の隣りのル【ムをとり、

3日間の宿泊料は全部地区で負担されました。

次に年次大会の模様に触れてみたいと思います。

現在、第346地区は今年より北部半分を分割し、ク

ラブ数43R．C．、会員数は1，596名でありますか、出

席総数1，916名、内夫人の参加636名と出席率の高

いのに驚きました。会場は国立台中商業専科学校の

講堂、会議室、校庭なとすべて使用、大変立派で機

能的に便利で、本会議、分科会、友愛の広場なとが

接続し、良い場所を選んだと思います。日本と違う

のは、実際の運営はすべて大会委員長が行い、ガバ

ナーは挨拶、報告、表彰を行うのみで、良い意味で

のカリスマ的存在でありました。48才のガバナーは

日本語が判りません。スタッフが先輩であり、年上

者だったので、御自分はもっぱらスマイルをたやさ

す、品位を深め、非常に気を使っていたように見ら

れました。大原会長代理は謝総監とは英語で話し合

って、良く意志が通じていましたが、私は通訳を通

して日本語で話してきました。台湾では日本語の通

ずる方々は高齢化し少なくなっており、世代の移り

変りの激しさをしみじみと感じました。

大原会長代理のR．Ⅰ．会長のメッセージ、R・Ⅰ．の現

状報告などのスピーチは格調高い立派な内容であり、

まことに立派な出来はえでした。10年前、故早坂源

四郎ガバナーの時においでになった英国のプライド

会長代理のスピーチを参考にされたと申しておられ

ました。

ヽ、■′ノ
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大会最終日の3月10日の夜には、台中港区と苗栗

両クラブの歓迎会に招かれ、ここでも大変な歓迎を

受けました。懐しい旧知の方々が40名位集まり、楽

しい一夜を過して参りました。ここで川村会長のメ

ッセージを両会長に手渡し、更に台中港区と苗栗両

クラブ会長と鶴岡クラブのバナーを交換し、今後一

層の親睦を深め、お互いにロータリーの発展に努力

しようと誓ってまいりました。台中港区は明年度5

月10日に創立15周年式典を行うそうです。

（二車重二重二転享亘）
福島三郎署

この度、3月25目付をもちまして東京の千代田区

の方に転任となりました。まる2年間でしたけれと

皆様方のご支援・ど友情、これを糧としまして、新

任地で頑張りたいと思います。新しい事務所は地下

鉄銀座線の青山一丁目という所で、東宮御所のそば

ですので、こ上京の折にはこ一幸臥＼ただければ…。

新しい住いは千葉県の浦安です。なにかディズニー

ランドが目の前に見えるというところだそうですの

で、又こ一報いただければこ案内したいと思います。

私の後任が東京の方から25日付でまいりますので、

私同様よろしくお願いいたします。

とうも2年間ありがとうございました。

渡部利夫署

先程会長さんからお話ありました通り、4月1日

付で銀行の関係会社山銀ビジネスサービスという会

社の方にお世話になることになりました。

4年間ロータリークラブに加入させていただいて

大変思い出深い4年間を過すことが出来ました。特

に石黒先生のもとでの地区大会のお手伝い、それか

ら釣大会等、大変幸せな4年間だったと思います。

後任に楯岡のロータリークラブに加入しております

加藤という支店長が私と同様鶴岡ロータリークラブ

に加入させていただいて、お世話になることと思い

ます。私以上にお引立てを賜わりますようにお願い

申し上げます。4年間本当に有難うございました。

（＝‾盲‾盲宮前「）

・職慧幸在室崇会

○職場見学

佐藤　　忠君

日　　時　　4月9日（火）　午後1時

見学場所　　木村屋さん

集合場所　　第一イン鶴岡

尚、当日例会場を第一インに変更しますので、12

時30分までにお集り下さい。

〔ス　マ　イ　ル）

斎藤　　昭君　　三男が北里大学の獣医畜産学部

に合格しました。

新穂光一郎君　　長女が山形大学の人文学部に入

学しました。

高橋艮土着　　長男が高校に合格しました。

迎田　　稔君　　三番目が合格しました。

佐々木霊彦君　　迎田君と同級、同クラスでござ

いますので黙っている訳にもい

きませんので。

松田士郎君　　青年会議所主催麻雀大会で準優

勝しました。

佐藤元伸君　J・Cの麻雀大会に不注意で欠席

しましたのでお詫びに。

板垣広志君　　高校入学しました。

阿蘇司朗君　　三男が高校に入学しました。

丹下誠四郎君　　息子が高校に合格しました。

⊂∈三二三三⊃
余目R．C．　　佐藤孝一郎君

鶴岡西R．C．　野口　　弥君

児玉光弥君

菅原隼雄君

佐藤　　拡君

（今週の担当者　手塚　　拓）



ロータリー用語便覧87）

意義ある業績賞
理事会は、1973～

74年度に、それま

での「意義ある業績賞」を廃止し、

新たに認証という方法によって、ロ

ータリー・クラブのあげた重要な業

績を表彰するプログラムを設け、そ

の表彰を受けるクラブを各地区ガバナーに選ばせる

ことにした。理事会は、その選衝の規準を次のよう

に示している。

（1）事業は、その土地において、あるいはその土

地のみに限らず、誰の目からも重要とみられて

いる問題を対象とするものでなければならない。

（2）事業は、単なる金銭的な奉仕でなく、クラブ

会員の大半または全部が直接参加するようなも

のでなければならない。

（3）事業は、他のクラブもこれと競争して行なえ

るようなものでなければならない。

（4）事業は、当該年度に始められたものでなくて

もよいが、税に実施中のものか、または表彰が

行なわれるロータリー年度内に終えたものかを

立証するものを提出しなければならない。

（5）いかなるクラブも、同一事業について、重ね

て認証を受けられない。

次に、地区で実際に選定する場合の手続・方法と

しては、

（1）地区ガバナーは、毎ロータリー年度の8月1

日までに地区選考委員を選任し、この委員会が

すべての表彰の申請を受理することを告示する。

地区ガバナーは、同委員会の職権上の委員とな

るものとする。

（2）地区ガバナーは、そのマンスリー・レターで

選定規準とともに、この委員会に関する発表を

行ない、申請書が委員会の手許に到達すること

を要する期日を公示するものとする。

（3）地区選考委員会は、当該ロータリー年度の12

月1日までに会議を開き、5クラブまでを限度

として受賞候補クラブを選び、これを地区ガバナ

ーに送達する。

（4）地区ガバナーは、前記5クラブの中から1クラ

ブを選定する。ただし、特別な事情のある場合に

限り、3クラブまでの選定が認められる。

（5）地区ガバナーは、国際口一夕リー事務局に対し

て自分の行なった選定を証明する手続きをとり、

事務局は、これに対する正式の認証状を作成して

ガバナーに送付する。

（6）地区ガバナーが認証状を贈ってクラブを表彰す

る場合、適当な方法でこのことを広く知らせるよ

うにする。できれは、この贈呈式を地区大会の行

事に加えるべきである。

委　　員　　会
クラブの諸種委員会、国際ロータ

リーの諸種委員会、国家連合委員

会、その他臨時または特別または非公式委員会。ク

ラブの常置委員会としては、社会奉仕委員会・国際

奉仕委員会・職業奉仕委員会と、クラブ奉仕部門の

出席委員会・親睦活動委員会・雑誌委員会・会員選

考委員会・会員増強委員会・プログラム委員会・ロ

ータリー情報委員会・広報委員会および職業分類委

員会とをぜひ設置することになっている。また、ク

ラブの事情によって、委員会・臨時委員会などを設

けることがある。

これは元来、英国の王室と議院で
S　●　A　●　A

の慣用語として、「守衛官」を意

味していたものである。しかし日本で「守衛」とい

うと、一般的に、「警備」の意味をもち、警備一才警

戒する→用心する、ということから、ロ人タリーク

ラブがこの言葉を用いる場合には、例会をはじめす

べての会議（国際大会・国際協議会・地区大会・地

区協議会など）が、「楽しく、秩序正しく運営され

るよう、つねに心を配る」というニュアンスが含ま

れている。実際にはS・A・Aは「会場監督」と呼ば

れている。なじみにくい呼称であるが、クラブの会

長・幹事と並んで役員としての地位が与えられ、極

めて重要な存在である。
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叛意那鼓賂コ靡■打壊を打落刑事風

出席封告：去白7二名　出席56名　出梅率7／．7890　前回出席一手

㊤　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

四　つ　の　テ　ス　ト

㊥　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

〔学長報告〕
川村徳男署

1．来週は4月に入りますが、神社や寺の祭り、桜

まつりなどのほか、プロ野球も始まりますし、そ

ろそろ釣りを始めようかという気にもなって、1

年中で最も解放される気分になります。

4月はロータリー雑誌月間になりますが、4月

の例会日は、さまざまの行事が予定されておりま

すので、雑誌委員会にお願いして、本日に行事を

繰り上げて頂きましたのでご諒承下さい。

来週の例会日は定例理事会がありますので、メ

ンバーの方は11時半までおいで下さい。

（幹事報告）　迎。稔署

1．出版物の紹介

「ポール・ハリス　偉大なる奉仕の先覚者」

2．新会員の推薦

加藤和一君　山形銀行鶴岡支店長

3．4月9日の例会は職場見学なので、欠席の方は

必らず事務局迄御連絡下さい。

（亘二軍＿冬草旦＿二）板垣広志君

昭和22年11月10日　長野県諏訪に生れる。（37才）

昭和41年3月　長野県立諏訪実業高校を卒業

昭和41年4月　住友海上火災保険㈱入社

前任地は埼玉県大宮市

○本年2月下旬より鶴岡支社長

住　所　鶴岡市砂田町12－20

家　族　妻　幸代さん　（35才）

長男　貴暗君　　S48生（11才）

6小6年転入予定

長女　由香さん　S54生（5才）

みどり幼稚園年長組転入予定

趣　味　無趣味のタイプなれと、時折手にする油絵

およびスポーツでは、少年時代から続けた

スケート、剣道（2段）、バレーボール等

庄内では是非とも釣を加えたいとのことです。

（療‾入会貞挨拶‾‾〕

底的整藩命史談を犯

平出統一君

只今御紹介戴きました平

出でございます。

鶴岡R．C．という由緒ある

ロ¶∵タリークラブに入会さ

せて戴きまして非常に光栄

に思っています。



若輩ではございますが、ロー∵タリーの精神、ある

いは地元の皆様とのコミュニケ¶べ／ヨンをより「層

深めさせて戴いて、ロー∵ダリアンに恥じないような

（て一ラ　イド〕

行動を襟を正してやって行きたいと思います。

何卒よろしくとうぞ御願い致します。

くくザ・ロータリアン善意の歴史”

スライドをかいつまんで、見ればロータリアンの

機関誌が「善意の歴史」を世界のすみすみまでに報

道しているものであり、その目標は、1）人々に善

行の報道にいとむように、2）人々に自発的行動を

呼び起すように、3）ロータリアンが手本となって

人々に善行を勤めるようにして、4）人々に建設的

な物語りを伝えるものであります。そのために、米

国では上流社会は英語を話し、一般平民、下流社会

にはスペイン語がよく話されるので、ロータリアン

の機関誌は1）英語版と2）スペイン語版に印刷され

今日に至っています。ロータリアン誌は今や、第2

次世界大戦後には核時代、宇宙の征服へと、人類は

急速に未来に向って進歩しています。これら変化の

速度に歩調を合せて適時に、ロータリアン誌は時事

張　　　紹　淵　君

問題にまで向けて報道するようになったものの、創

立以来の我々の任務を忘れてはならない。ロークリ

【の基本目標の“奉仕の理想Ilとその網領を継続し

なければならないことを報道する善行な雑誌であり

ます。1910年にポール．ハリス先生が人間と動物

（畜生のどん慾、淫欲の情があるのみで、父母兄弟

の区別なしに残害しあうもの）とを区別するものと

同時に、実践的に感情慾求に左右されず、奉仕の理

想に考えをよせて、思慮的に行動する能力のものと

に書かれた小論文を全会員に伝えた。その小論文を

最初にチェス、ベルリー幹事に依って出版され、

1911年1月には、ナショナル．ロータリアンと名づ

け、同年の国際大会にロー∵ダリアン誌と命名されて

今日に至っている。

GL！＿tjつ

阿部与十郎君　　孫が南校に合格しました。

佐藤　街着　　永らく欠席しましたが、今日から

復帰致しますので。

1．13kgの減量に成功しました。

（my self）

2．労務管理で妻が基準局より表

彰を受けました。

3．長男が大学院に入りました。

4．長女が山大教育学部（小学課

程）に合格しました。

庄司嘉男君　　長男が高校へ合格しました。

松田士郎君　　甥子が山大医学部に合格しました。

（ビ　ジ　タ　ー）

な　　　し

（今週の担当者　思鉢　徹）
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◎　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

〔会長　報告）

四　つ　の　テ　ス　ト

∈）好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

川村徳男署

1．定例理事会の報告

（1）新入会員の所属委員会を次のように定めます。

斎藤庄治君　　青少年委員会

平出統一君　　S・A・A

（2）転勤のため退会した工藤青少年委員長の後任

に、佐藤衛君をお願いします。

2．29日に鶴岡市青少年育成市民会議の理事会に出

席してきました。59年度の事業実施と収支の中間

報告と60年度の活動の進め方などの協議がなされ

ましたが、最後に市教委から最近の市内小中学校

の問題行動、非行について資料の説明がありまし

たが、それによれは小中学校の問題行動は、59年

度は58年度より減少しているが、内容をみると中

学校生徒の場合は、弄火、傷害暴力、家出、無断

外泊などが減って、窃盗、万引が増えて全体の94

％を越え、そのうちでも窃盗が減少して万引が増

えているということです。また、中学校女子の場

合、警察に補導されたものが59年度対58年度比で

42％も増加しているそうです。総体的には表面に

現われたものは減ったけれども、いじめ、登校拒

否など把握しにくいものが増えているので、これ

が潜行して梶が大きくなるおそれもあり、決して

楽観できないということでした。

3．次の例会までの行事

（1）ロータリー関係

来週の例会は場所変更になりますので、お間

違いのないようにお願いします。

（2）一般の行事

4月6日から15日までの10日間は全国的に春

の交通安全運動が展開されます。山形県のスロ

ーガンは『安全はひとりひとりの心がけ』、運

動の重点は、亘）新入学（園）児と老人の交通事故

防止　㊤シートベルト、ヘルメットの着用の推

進　㊥二輪、原付車の交通事故防止　となって

おります。皆さんの職場でもこの運動の趣旨に

従って、事故のないようにお願いします。

6日はいよいよプロ野球、パ・リーグの公式

戦が始まります。

7日は復活祭、イースタ¶です。キリストの

復活を記念するお祭りで、春分後の最初の満月

のあとの最初の日曜日に行なうのだそうです。

8日は潅仏会、花まつりです。釈迦の誕生の

4月8日（本来は陰暦）に行なわれるお祝いの

（幹事報告）迎田　稔看

○回覧→鹿児島西R．C．会報

○認証状伝達のご案内

富山県小矢部中R．C．　細部は事務局

○新会員の推薦に関する氏名発表



関原享司氏　　山形テレビ鶴岡支局長

常深道則氏　　日本生命保険鶴岡営業支部推進

部長

○次回例会場所

第一イン鶴岡になりますので、欠席の方は必ず

事務局まで連絡下さい。

〔旦員スピーチ〕
コ　ン　ピューターとのつきあい

入会早々からこの様な機会を与えていただき光栄

に存じます。

私、先般のご紹介でもふれていただきましたとお

り、現在の会社での経歴の中で、コンビュ】グーに

たすさわる機会が長うございました。本日はその中

から感じましたコンピューターとのつきあいという

点につき、一端をお話させていただきます。

私がコンピュータトと接していましたのは、47年

から8年間システム開発部門に席を置いておりまし

た。当時の仕事は、職業柄新しい保険が発売される、

あるいは改定される時、お客様との間でとり交わさ

れる保険申込書の設計から、ご契約後にコンピュー

タWに入力し、お客様にお渡しする保険証券の機械

作成を始めとし、事故発生時の即時対応、あるいは

車の入膏等の異門処理への対応、又代理店さんとの

やりとり、社内統計処理等多岐に渡っておりました。

一つの仕事を手がけると短かくて1カ月、長い時は

1年掛りという事も時々ありました。

ある時こういう事がありました。新商品の保険証

券の第一号を機械打ちをする段になりまして、GO

をかけたにもかかわらず機械が動かない。それ以前

にテストデータで何回となくテストをし成功してい

るにもかかわらず、本番データを流したら出てこな

い。翌日発送を約束している状況から、何としても

原因を追及しなければならず、徹夜でコンピュータ

ー内のデータの分析や処理しているプログラムの追

いかけをスタッフ全員でやりました。ようやく明け

方わかった原因は、ほんのささいな事でした。数字

でなくてはならない金額項目に、カタカナのデータ

が入っていた。通常ですとこの種の誤りは入口でエ

ラーではじかなければならない事が当り前である為

平　出　統　一　君

に誰も念を押していなかったんです。

このように、間違いの原因は総じて当り前の事に

目が行きとどいていないがために起こる事がほとん

どです。コンピューター、とりわけプログラム担当

者は例外的な事から押えていく思考パターンを持っ

ているため、意外に誰が見てもわかる事が落し穴に

なってしまう訳です。このような経験の中で私が感

じました事は、コンピューター部門の管理者はどう

あるべきか、それはコンピューター知識そのものよ

り、いかに常識的な判断を下すことができるか、そ

して常識的な判断を持つためにいかに多数の情報を

集められるかにかかっているのではないかと思いま

す。今や情報化社会と云われる様にコンピューター、

OA、パソコン、INS等の言葉が氾濫し、企業あ

るいは家庭の中にもいつの間にか当然のどとく入り

込んでおります。このような環境の中で我々はとの

様にコンピューターとつきあっていくべきか種々言

われておりますが、コンピューターはあくまで道具

であり、その道具をいかに使いこなすかは使う側の

人間にかかっていると思います。我々は毎日何人か

の人と逢、話をさせていただく。その中から得る情

報、つまりデータをいかに頭というコンピューター

の中で処理し、対応する、そして速度を必要とする

もの、あるいはより精度の高い結果を必要とするも

のを道具であるコンピューターにゆだねる、そして

その結果はあくまで人間が判断していくことで有効

な利用ができるのでないか。

これからも、自分自身をみがいていく事でコンピ

ューターとのつきあいを上手にしていきたいと思い

ます。

＼、■鵬



会長エレクト研修セミナーの報告

＼，－／

去る3月23日（土）、福島県原町で開催の会長エレ

クト研修セミナーに出席してきましたので、報告し

ます。

クラブ会長エレクト研修セミナーは、知識を与え

るプログラムであり、地区カン〈ナ－．ノミニーが、

R．Ⅰ．に費用をかけずに地区ガバナーと協力・調整し

て立案、組織、実施するものである。

その目的は、

（1）R．Ⅰ．会長が発表したテーマおよび国際ロー∵グ

リーの新プログラムと継続中のプログラムを実

施する。

（2）次年度のクラブおよび地区のプログラムを実

施する。

（3）クラブ会長に自己の指導的役割を開発遂行す

る意慾を与える。

（4）クラブ会長に地区の運営と活動について情報

を提供する。

R．Ⅰ．テーマ「あなたが鍵です」¶ガドマンR．Ⅰ．会

長より発表になりました。

今年度より国際協議会が3ケ月も早まりました。

クラブ会長エレクト研修セミナーも初めたそうであ

ります。

指導力養成のプログラムとして、

1．国際協議会

2．会長エレクト研修セミナー

3．地区協議会

となっており、当地区協議会は5月11日～12日に

実施することになっております。

次に研修の要約を申し上げますと、

1．ガバナーとはR．Ⅰ．との連絡機関であり、各クラ

ブの相談役であり、決して監視役ではない。

2．今要請されていることは、地区ガバナ¶ノミニ

ーは会長エレクトと協力してこの年度のR．Ⅰ．テー

マと重要事項を更に推進してもらいたい。

3．会長は何時も手続要覧を手許に置き、どこに何

佐　藤　順　治　君

があるかわかっていてもらいたい。又、ロータリ

アン必携をも手続要覧と共に備え付けておいても

らいたい。

4．幹事との関係については影の形に添うごとく行

動を共にしてほしい。

国際協議会は米国のナッシュビルのコンデンショ

ンホテルで実施されましたが、このホテルは屋根の

かかった小さな町という位大きかったそうです。

1階・2階が会議する処で、5，000名もの人達が

会議の出来るような広さで、3・4・5階が宿泊する

ようになっておるそうです。

今回集まった人数はガバナーノミニーが437人、

その殆どが奥さん同伴で、伴せて870名位、それに

招待者、役員、その他を含め1，500名位、正確には

1，503名だそうです。言葉も英語、フランス語、ス

ペイン語、ポルトガル語、それに日本語が同時通訳

されるのだそうであります。

尚、国際協議会にもう一度行かなければならない

し、4月には韓日会議があり、現ガバナーと共に出

席の予定であり、更に国際大会にも出席することに

なっているとのことです。

最後に松永ガバナー・ノミニーが申されました。

「ロータリーとは何だろうか」と。この間或る人に

言われましたが、これは大変難しいことと思ってお

りますが、私の考えを一寸申し上げますと、今年は

ご承知のように国際青年年ということであります。

新聞等にも出たかと思いますが、今から10年前、

国連の統計ですが、青年15才から28才と一応決めて

10年前は7億3，000万人位、処がこれから15年後に

は15億人近くになる。この殖え方が印象づけちれた

わけであります。

その中の先進国－これはどの国とどの国と発表

されたわけではありませんが、先進国の青年層の増

加率が5％という見通しだそうです。そして開発途



上国の増加率が80％。これは色んな解釈も出来るけ

れども、とにかくこれが事実である。

これを見、なぜ今年がどうして国際青年年である

かということについてですが、世界が今、既に飢餓

とか公害とか色々の問題が山積みしています。これ

を解決するには、今の青年から指導者を養成するな

ど、今からやっておかなければ地球上は大変なこと

になるという危機感から、こういう年に決めたもの

と思われます。そういう中で、今の片方が5％、も

う一方は80％、その質を云々するわけではありませ

んが、私はしみじみと感じるのですが、日本が世界

をそんなに知らなくてもよかった時代、ほかの人間

が貧しくて、又教育がなくて、知識もない。それだ

け自分が得をするんだという考え方をした時代は既

に終っているということであります。どうしても地

球的な考え方にならなければならないと思います。

そういうことで、ロ「グリーというものと私はし

っかくりと結びつく何かがあるのではないか。こうい

う考えがなければロータリーは昼めし会だ、金持ち

だけが集まる処だという批判をかわすことが出来な

いものと思います。

（委員会報告）

〔親睦活動委員会）

会員誕生　　阿蘇司朗君．飯自祐倍君

中田敏和君．新穂光一郎若

奥様誕生　　市川芳子様．中江∴道子桜

笹原郁子様．新穂瑠璃子様

佐藤佐保子様．佐々木典子様

○御知らせ

春の家族慰安会を5月19日（日）に計画致してお

りますので、都合繰合せ出席下さるよう願いま

す。　鶴岡～松山～土門記念館～三瀬昼食～

～鶴岡にて解散予定

〔出＿席委員室⊃

◎年間皆出席

22年間皆出席

20　　〃

18　　〃

2　　　〃

2　　　〃

◎3月100％出席

石黒慶之助君

佐藤　　忠‾君

三井賢二君

斎藤　　昭君

佐々木歪彦君

46名

阿蘇・張・藤川・飯白．石川．石黒．板垣（俊）．

市川・飯野・川村．黒谷．小池．今村．皆川．

斎藤（庄）・塚原・三井（賢）．三井（健）．嶺岸．

迎田．諸橋．松田（貞）．中江．松田（士）．中田．

斎藤（隆）．佐藤（忠）．佐藤（順）．佐藤（友）．佐

藤（元）．新穂．菅原．鈴木（善）．鈴木（弥）．佐

藤（英）．佐々木．斎藤（昭）．白坂．高橋．丹下．

手塚（林）．手塚（拓）．富樫．若生．山口．吉野

（ス　マ　イ　ル）

佐藤英明君　　4月1日より日本電信電話株式

会社、N・T・T鶴岡電報電話局

長として会社員に誕生したので。

吉野　　勲君　　3月末駅前に店を開店したので。

白坂　　久君　　次男が高校入学。

鈴木正昭君　　ジャスコの開店で心配したが、

何んとか持ちこたえたので。

黒谷正夫看　　公認会計士が生まれたので。

（ビ　ジ　タ　ー〕

鶴岡西R．C．　野口　　弥君

（今週の担当者　斎藤　　昭）
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扇3砲雷≡西岡蜃　　　　　　　　　　　　　画例葦∃筐報≡

頭重重義転売魂壷扇≡≡
匪嚢蚕≡

㊤　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

〔蓬＿む亘亘⊃

四　つ　の　テ　ス　ト

㊥　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

川村徳男宕

1．ご案内申し上げましたように16日はクラブ協議

会を行ないます。今回は本年度の活動の仕上げに

ついて協議をしたいと思いますので、各特定委員

会ことに発表して頂きますのでこ諒承下さい。

2．今日から春の火災予防運動が始まります。春は

非常に乾燥しておりますし、また、花見、お祭り

などであわただしく過す時も多くなりますので、

どちらさまも火の元には充分気をつけて下さい。

3．本日は、木村屋さんのこ好意で菓子工場を見学

させて頂きますが、幸い天候も良く楽しい職場訪

問になると思います。ありがとうございました。

（画つ　迎田　稔君
○例会時間及び場所の変更

酒田R．C∴4月18日の例会を観桜会の為午後6

時点鐘、場所は妙法寺に変更します。

尚、ビジターの方は事前に0234－22

－9311まで電話して下さい。

（二些華奉仕委員会〕

職　場　見　学

4月9日、午後1時から約1時間、工業団地に

ある、お菓子作りに忙しい木村屋さんの工場を見

させていただきました。約60名の会員が芳ばしい

香りの漂う中、生唾を飲み込みながら興味深げに

オートメ化された菓子作り工程を見学してまいり

ました。

木村屋さん要覧

有限会社　木　村　屋

本店　鶴岡市山王町9－25　　　（2訝4530

工場　鶴岡市宝田1丁目17－23　　闘6512

代表取締役社長　吉野英三郎

代表取締役専務　吉　野　　　勲

創業が明治20年（約100年前）先代がサクラアン

パンで有名な、東京銀座4丁目にある木村屋総本店

でパン作りの修業をして当地に於いて開業する。

当社の経営目標として、

①　心のこもったお菓子作り

㊥　技術の研讃

（夢　融　和

④　味の探究（美味求心）

昭和54年9月に製造部門を鶴岡中央工業団地に建

設した。働く人の環境改善と衛生面には特に留意し

た。

社員数　製造部門　60名

販売部門　45名　　　計105名

店舗数　本店外各テナントを含めて14店舗

代表的銘菓　古鏡・マロン・楽

資本金　2，200万円

（ビ　ジ　タ二」

鶴岡西R．C．　瀬尾助三郎君

温海R．C．　　本間儀左工門君

（今週の担当者　手塚　　拓）
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苧　　∴三．＝∵　‾ ヶ三三≡出目冒卜篤迄勘

◎　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

四　つ　の　テ　ス　ト

④　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

（会長報告〕　川村徳男署
1．先週は木村屋さんの工場の見学で勉強させてい

ただき有難うございました。また、お土産まで頂

戴するなど大変ご迷惑をかけたようで恐縮でした。
2．元会員の福島三郎さんから挨拶状が届いており

ます。
3．本日入会される加藤和一さんは渡部さんの後任

で、理事として会計をお願いします。

また、常深道則さんはS・A・Aをお願いします。

4．次の例会までの行事

（1）ロー∵グリー関係

20日（土）は教育110番です。カウンセラーや

事務局の方々、お忙しいところご苦労さまです
が、よろしくお願い致します。

（2）一般の行事

18日は発明の日、20日は逓信記念日で、切手

趣味週間が始まります。

（会員スピーチ）

20日は二十四節気のうちの穀雨に当ります。

春の終り頃の穀物を育てる雨、ということのよ
うです。

20日（土），21日（日）は鶴岡市の観桜会です。

ちょうど見頃になるのではないでしょうか。天

気が良くなって欲しいものと思います。春は観

桜会、秋は芋煮会、もみじ狩りなど、自然の移
り変りの中で野宴を楽しむといった風習は、四

季がはっきりしている日本ならではの風情では
ないでしょうか。

〔幹事報告）　迎田　稔署
○創立25周年総会式典→三沢R．C．

0認証状伝達式→三沢東R．C．

60年5月26日（日）三沢市公会堂
○次の例会は4月23日、バイキング例会の為、5階

ホールに変更になります。

≒ユネスコについて≒

近来、マスコミの論議が活発に行われてきた「ユ
ネスコからの米国脱退」について、日本ユネスコ協

会連盟から、日本政府に対して「日本政府はユネス
コ内部において、その運営改善に努力するように」

という要望書が提出されました。そのことについて

先日、書類が送られて来ましたので、そのコピーを
お手もとに差し上げます。どうぞどらん下さい。

この機会は2、3申し上げます。

1．今、問題になっているのは、国連ユネスコ（国

連教育科学文化機関）です。

国連専門機関（16あります）のうち世界平和を

担当する最も大切なものです。
その運営に「政治」がからんで、困惑している

ニ　井　　　　徹　君（鶴岡ユネスコ協会長）

のです。元来ユネスコには政治が介入しないこと

になっていたものです。

2．私共が参加活動しているのは民間ユネスコ協会

で、3年前に世界連盟が出来て、昨年7月第1回

世界大会が日本で行われました。大成功と云える

成果でした。その際は当会員の皆様にも大変お世
話になりまして、お礼申し上げます。今年度もど
うぞよろしく、ご参加、活動下さるようお願い申
し上げます。
この民間ユネスコ運動は順調に発展しています。

世界大会の結論としては、世界中の人々が「真の
世界平和」を希求する声を結集して、正して世界

輿論を喚起して、それを国際政治に反映させるこ



とです。

国連ユネスコ憲章の前文には「真の平和は人類

の知的・精神的連帯の上に築かれなければならな

い」即、人々の「心」のありかたがその源泉であ

ることを宣明しています。

3．国際輿論につきましては、国連専門機関の特色

の一つとして、非政府機関（NGO）の参加・発

言を認めていることです。即、民間の意見を積極

的にとりいれる、ということです。国連ユネスコ

のNGOとして、私共は活動しているわけです。

「平和」を希求する他の多くの民間団体もありま

す。それらが協力して、強い世論を喚起しようと

いうことです。

4．真の平和が達成されるには、世界中の人々が皆

その分に応じて、自由に幸福に生活出来るように

しなければならないのですから、非常にむずかし

いし、根気のいることでしょう。しかし私共は一

歩一歩その方向に向って、具体的に何かを実践し

て、努力を続けねばならないと思います。

時々刻々流動の激しい現在ですから、その成果

は案外早くあらわれるかも知れません。そんな希

望を持って、世界中の人たちとの交流を畦かんし

て、相共に「兵の平和」への悲願達成を期待しま

しょう。

5．国連ユネスコの内粉については、私共の得た情

報から考えても、見通しは明るいと思います。

〔旦阜旦旦亘〕　品滅晶竺君
生年月日　　昭和6年3月31日

勤務先　　山形銀行　鶴岡支店長

家　　族　　妻の良子さんと二人の娘さん

趣　　味　　山野草植栽、釣り、絵画鑑賞

長井高校卒業後、昭和50年に小国R．C．入会を皮

切りに南陽R．C．、村山R．C．を経て臨岡R．C．へ。

此度異動によりまして当

市の山形銀行の方に御世話

になります。よろしく一つ

御願い致したいと思います。

只今は大変伝統のある、そ

して権威ある鶴岡R．C．に入

会御承認賜わりまして、厚

く御礼申し上げます。入会

の上は、皆様方諸先輩の御

指導に依りまして、少しでもお役に立ちたいという

ふうに考えております。

私事ではございますが、鶴岡は私にとりまして第

二の故郷でございます。と言いますのは、思いかえ

しますと昭和36年から46年まで、10ケ年間ではござ

いますが、当地で銀行員の駆け出し時代色々お世話

になり、勉強させて戴きました。当クラブの皆様方

も当時大変御指導戴いた方達はかりでございます。
一つ宜敷く御願い致します。私としましては、その

当時御指導戴きました御恩返しのつもりでこれから

頑張って参りたいと思いますので、一層の御指導・

御支援を賜わりますように御願いしたいと思います。

本当にありがとうございます。

ツメ、ミ　ミチノリ

常深通則署

生年月日　　昭和19年8月7日

勤務先　　日本生命　鶴岡支部長

趣　　味　　読書、麻雀
只今御紹介を賜わりまし

た常深道則でございます。

十∴予、∴■、1■十・一、－
覚えて戴けるのむ早いかと

思えるんですが、何分山形、
とりわけ鶴岡は初めてでご

ざいまして、此方へ参りま

して約半月間経ちまして、

あちらこちらお邪魔させていただいているんですが、

その都度迷子になるという非常に不様な事をやって

おりまして、又どっかで皆様方にバッタリお目にか

かりまして道を伺う事があるかも知れませんが、い

ずれに致しましても、みかけ通りの若輩でございま
すし、何もわからない男でございます。よろしく御

指導の程御願いを申し上げます。本日は入会承認戴
きましてありがとうございます。

藁佐藤順治君より次年度委員会構成の発表があり

ました。

・三、マイ　ル㍉

佐藤　忠君

佐藤　衛君

佐藤英明君
佐々木詰彦君

張　紹渕君
三井　徹君

職業奉仕委員会の木村屋工場見学
に大勢参加して戴きましたので。

子供達が進学で家を離れましたが
NTTさんの好意で早く架設出来

る事になりましたので。

NTTのサービスの充実を期して。

庭にある木蓮の開花を喜び感謝し
まして。
スマイルのナウ．ハウに感謝して。

健康の回復に感謝して。

・ヒ＿シ　タ　ニ㍉

鶴岡西R．C．　中村紘一君

（今週の担当者　思鉢　徹）
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◎　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

四　つ　の　テ　スト

④　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

〔会長報告）　川村徳男著

1．19日早朝の赤川土手の清掃奉仕、ご苦労様でし

た。大へん急な決定でしたが、あのように大勢の

ご参加がありまして、鶴岡R．C．の底力というもの

を感じ、非常に心強く思いました。どうもありが

とうございました。

2．先週のクラブ協議会について若干ご報告を申し

上げます。

本年度の活動計画に従って殆ど事業を終った委

員会もありますが、残っている事業も各委員会ご

とに着々と準備を進めており、年度末までには消

化される見通しで、会長として意を強くしており

ますが、有終の美を飾ることができますように、

皆様の絶大なるど協力をお願い致します。

特に、S・A・Aから例会欠席の際の事前連絡に

ついて、出席委員会から創立記念日の行事日（6

月4日を予定）の100％チャレンジについて話が

ありましたが、何卒ご協力下さい。

3．元会員の渡部利夫さんから挨拶状が参っており

ますので回覧いたします。

4．本日入会の関原亨司さんの所属委員会はS・A・

Aをお願いします。

5．来週の例会は30日の月末で、しかも大型連休に

はさまれる例会日ですので、欠席しないよう、特

にメークを予定している方は来週の月曜と金曜は

祭日に当りますので、温海R．C．も鶴岡西R．C・も例

会がございませんから、お間違いのないようによ

ろしくお願い致します。

6．次の例会までの行事

（1）ロータリー関係

27日（土）は親睦のゴルフ大会。28日（日）は立

川R．C．の創立10周年記念式典が行なわれます。

（2）一般の行事

明24日は鶴岡護国神社の祭り。27日からは県

縦断駅伝がはじまります。28日はサンフランシ

スコ平和条約発効記念日。29日は天皇誕生日で

すが、84才になられます。また、天皇賞競烏が

京都競馬場で行なわれます。

（新会員挨拶）　窟篇害毒署
生年月日　　昭和11年12月19日

勤務先　　YTS　支局長

本　　籍　　酒田市大字門田字宮ノ前5

現住所　　鶴岡市鳥居町32～12

ファミールさとう206

家　　族　　妻　　秋子

長男　亨　　NHK鵠岡

長女　ゆき　酒商3年

趣　　味　　釣．ゴルフ（海、川、なんでもOK、

途中ブランクもありましたが累計で30

年。ゴルフは6～7年、HD26位）

只今ご紹介いただきまし

た関原亨司でございます。

ご覧の通り、がさつな人間

でございます。又、田舎生

れでございますので、皆様

には大変ご迷惑をお掛けす

るかな…という気もするん

ですが・t・今、新穂さんから

ご紹介ありました通り、会

社の人事異動の発令の次の日に新穂さんと仙台の街



角で、朝パックリとお会いしまして、「今度鶴岡に

行きますので一つよろしく」と云う事がありました。

その関係で今回の入会のど推薦をいただいた訳であ

り、有難く思っております。なにしろ何も分らない

者でございますので、皆様のご指導をいただきなが

ら、クラブの名に恥ない様に一生懸命努めさせてい

ただきたいと思いますので、何分よろしくお願い致

します。大変有難うございました。

「ス　マ　イ　ル）

佐々木詰彦君　　先週家で咲いた木蓮の花をNHK

テレビの今日の山形と、朝7時か

らのニュースとの中で放映され、

多くの方のご来訪をいただきまし

た。又、前回の教育110番もNH

Kさんにご協力いただき、直ちに

反響があり、電波の威力というも

のの大変なことを知らされました。

吉野　勲君　　数多い会社の中から職場見学に選

んでいただき感謝致します。

藤川享胤君　　永平寺の新しい禅師様をお呼びし

て、6月1日から5日まで授戒を

（ビジタ＿三二）
立川R．C．　滝　　禅源君

4月25日　P．M．3：20′、／4：00

中野社長宅にて

阿蘇：お忙しいところ申し訳ありま

せん。取材に参りましたのでよろし

くお願いします。御入会は1973年だ

そうですね。

中野さん：ええ、2月でしたよ。こ

の時は大変多く入会された年ですね。

阿蘇：そうですか。ところで日本石油を起されたの

は？

中野さん：以前はね、間兵衛商店の鉱油部から独立

したんですよ。私が2代目社長ですね。現在鶴岡に

3ヶ所あります。

阿蘇：大分古いことですね。昭和36年頃だそうです

ね。ところで戦争の御経験は？

中野さん：そういえばね、私は運が良いと思ってい

ますよ。昭和17年11月にね、山形から北支に入隊し

たときにね、それはそこからニューギニヤと上海に

移されることになったときのことですよ。

阿蘇：それがどうして運がよかったのですか。北支

も変らないと思いますが。

中野さん：いやね、ニューギ二ヤや上海に行った戦

友はね、殆ど戦死したんですよ。それが身体検査で

第二乙種ということで不合格になってね、安全な北

支にとどまることになって助かったんですよ。

阿蘇：それは良かったですね。間違えば今頃と思う

と、ゾォッとしますね。それから今だから云えるこ

とがありますか？

中野さん：いやいや、今は笑い話ですが、そのとき

は青くなったことがありますよ。それは兵隊の教練

のときですがね。

阿蘇：中野さんが青くなったことがあるんですか。

中野さん：ええ、実はね代返ですよ。代って返事を

したことですがね。実は私には佐藤と中野と二つ名

字があるのですよ。旧姓が佐藤で、養子に行って中

野となったのです。それでね、教練の回数は10回で

終るのに12回になってしまってね。

阿蘇：10回が12回ということはどういうことですか。

又、これが何で青くなった原因なのですか？

中野さん：それはね、佐藤で返事、中野で返事をし

て出席点呼をやって来たことがね、回数を数える段

階で10回の出席が12回出席となっていることで問題

になりましてね、退学させられることになったので

すよ。そこでね、教官にね名字が変ったことをうっ

かり忘れて二重の返事をしてしまったとお詫びをし

て許してもらったということがありましたよ。心配

しましたよ。

阿蘇：それは大変だっ

たですね。よく許して

くれましたね。その時

の中野さんのお顔が分

るようですね。それで

はこのあたりで失礼い

たします。色々有難う

ございました。

ところで、中野さんのお生れは大正3年の寅年生

れだそうですね。トラの首のつながりを、二度もの

危険を脱したということでイラストにさせてもらい

ますのでよろしく。

（今週の担当者　手塚　　拓）
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四　つ　の　テ　スト

④　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？
㊨　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

⊂斬首〕　川村徳男署
1．28日に立川R．C．の創立10周年記念式典に出席し

てまいりましたが、天候にも恵まれ、大へん盛大

でした。名前が同じということで、東京の立川R・

C．とは親交が深く、合同例会を持ったりしている

ようです。東京立川R．C．は当クラブとほぼ同じ創

立で、100人位の会員だそうですが、クラブの歌

があって、一部の歌詞をこちらの立川R・C・に合う

ように変えて披露されましたが、大へん軽快な気

持ちのよい歌で、将来はわがクラブにもあんなも
のがあってもよいのではないかと思いました。

2．先週の例会後に市役所でN・B友好協会の理事会

があり、ハイライン博士夫妻の歓迎会を、同協会

と当クラブの共催で、5月10日午後6時から第一

インで催すことにしました。今日ご案内を差し上

、＿＿げてありますが、ぜひ多くの方々のご参加があり

ますようお願い致します。
3．来週の5月7日の例会には、ハイライン氏夫妻

と、オーストラリアのマチドクラブでありますス

トーウエルR．C．のブラウン氏夫妻が出席され、お

二人のスピ→チがあります。大勢の出席によって

⊂垂二夏至≡享つ
授　戒　に

皆川さんのピンチヒッターとして、原稿も全然あ

りません。陸男さんからまるめこまれ、おまえのと
ころで授戒をやるんだから、そのコマーシャルをし

たらどうかと云われ、出た次第です。
ただ、ほんとうのお話は私の職業奉仕から着物を

着ての方が良いと思いますが、今日はこんな格好で

来ましたので、実は授戒の話はほんとうは御無礼と
思いますが、コマーシャルでなくて、半分笑いなが

ら聞いてもらえればいいような話をとりまとめて行

国際親睦の意を表したいと思いますので、よろし
くお願い致します。なお、どちらも会長経験者で

す。
4．ニューブランズウイツクにカレンダーを送った

礼状が参っております。
5．次の例会までの行事

（1）ロータリー関係

特にありません。

（2）一般の行事

明日から5月になりますが、1日はメーデ‾、

2日は八十八夜です。夏も近づく八十八夜、と

ぅたわれるように、5日は立夏、暦の上では夏

で、野にも山にも若葉が繁る頃となります0

3日は憲法記念日。5日はこどもの日、端午

の節句です。6日は月曜ですが、振替休日にな

（二重享亘互）迎田　稔署
○回覧一＞鹿児島西R．C・会報

口一夕リー財団ニュース

（平和のための財団）

○来週の例会は5階ホールになります0

つ　　い　　て

藤　川　享　胤　看

ないたいと思います。

実は71年前、大正3年、私の寺で永平寺の禅師さ
んを迎えて授戒を行ないました。授戒というのはど

ぅいうものかと云いますと、普通皆さんお記憶にあ

りますのは、例えば亡くなりますと、菩提寺に電話
をかけまして枕経をあけまして、出棺する前に戒名

をつけるのが普通なんですが、実は戒名は生きてい

るうちにもらうわけなんであります。そのひとつの

大きな例としては、武田信玄の信玄とか、上杉謙信
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の謙信というのは実は本名でなくて戒名なんです。つ
まり、あの当時の武将は自分から世の中に出ていこ
うという意味では死を覚悟して、私的な部分を滅し
て世を統治しようというような意気込みの時に、自
分の菩提寺に行ってその方丈さんから戒名を授けて
いただき、自分はいつ死んでもいいのだと意志表示
をして、全国に流宜するということが、ひとつの世
に出ていくパターンであった訳であります。

戒名については、こんなおもしろい話があります。
博多に聖福寺という寺があります。これは臨済宗の
開祖栄西禅師が建てられたお寺であります。文化文
政の時代といいますから、今から250～260年前に
なりますが、そこに仙崖禅師という方が住職をして
おられましたのであります。仙崖禅師は禅宗中興の
祖と云われる素晴らしい宗教家であります。この禅
師の寺のすぐ近くに一人の老人が住んでおりました。
非常に信仰の厚い老人でありました。この人が臨終
に際し、自分が死んだならば仙崖禅師から戒名をつ
けてもらいたい。自分は仙崖禅師を心から尊敬して
おったが、宗派が違うということがあって、生前は

親しくおつきあいは出来なかった。されどわしが死
んだら仙崖禅師からぜひ戒名をつけてもらいたい。
そう云って遺言を残されたのです。残された家族は
おじいちゃんの遺言であるので、最初に菩提寺に行
って和尚さんにこういうしかじかでありますので、

仙崖禅師から戒名をつけてもらうことをお許し下さ
いとお願いしたのですが、願われた和尚さんはおも
しろくないのであります。しかし、仕方がなく白木
のお位牌を寺の小僧に持たせて、仙崖禅師のところ
に使いをやりまして、口上を述べさせ、仙崖禅師か
ら戒名をつけていただきにとお願いしましたところ、

今頃私から戒名をつけてくれとは奇特な方であると
云って、筆に墨をたっぷりつけて、裏白な白木の位

牌を実黒に染めるのであります。これが戒名だよ、
そう言って手渡します。もらった小僧はびっくりし
ました。白木を真黒に染めた戒名なぞ、今まで見た
ことがなかったけれども、仙崖禅師がこうしたんだ
から何か訳があるであろうと思って、位牌を持って

菩提寺に帰り自分の師匠さんにこれをいただいてま
いりました。そういって真黒に染めた白木の位牌を

出したところ、和尚真赤になり怒り、これは黒田の
殿様が一目も二目も置いていると云われる仙崖がわ
しを愚弄しておる。そこで菩提寺の和尚は仙崖禅師
に対して一首歌を作るんであります。その歌は「明
るくて行くべき道を黒く染め死出の旅路をいかでい
くらん」という歌を書いて小僧に持たせます。仙崖
禅師はそれを見てにっこり笑って、返しの歌を書い
てあげるから持っていけという。その返しの歌は、

「明るくも暗くも行くが仏なり死出の旅路は夜も昼
もなし」それを見た菩提寺の和尚、まいったと思う。
でも負けたくない。もう一首返歌を書きます。「明
るくも暗くもゆくが仏ならもとの白木になぜに置か
ない」　それを見た仙崖禅師が、最後のきわめつけ
に、「位牌をばもとの白木におくならば、きこうも
わしも世渡りがなし」　実は仙崖禅師は小さいこと
にこだわっている菩提寺の和尚をいさめると共に、

私達に、偉い坊さんから戒名をつけてもらったなら
極楽とやらに行けると思ったら大間違いであると云
いたいのであります。亡くなってから偉い坊さんに

戒名をつけてもらうと、あの世とやらで極楽に行け
るならは、誰たってそうするでありましょう。そん

なに美味しい話がこの世の中にあろうはずがない。
大事なのは生きているうちに自分の元に日参し、仏
道とは？　人生とは？　なにかということを、身を
呈して修行することなんだよと戒しめておるのであ
ります。
御承知のように、生きとし生けるものは皆この世

に生まれてきたら必らず死ぬ訳であります。生を受
けたと同時に、間違いなく着実に死に向って前進し
ている訳です。それは皆さんよく知っているところ
であります。ところが、人間というのは思いあがり
の強い生きものでして、他人はとうであっても、自

分はまだまだ死なないと思っておるのであります。
死なない、死ねない、死にたくない、人間の欲望は

巌限なく広がってまいります。そしてtt生1．の部分
にだけ執着するあまり、事象の本質を見逃し、迷い
の世界で右往左往しているのが私共の世界でありま
す。

私は、人生には大きく分けて二通りの生き方があ　　、■′
ると思うのです。最限なく広がる欲望という名の電
車に乗って、それを満足させんが為に吾人生をおえ
てしまうか、それとも、どこかでその電車から飛び

降りて知足・・・足ること知る喜こびの人生をおくるか。
無論、後者の人々を一人でも多くつくらんが為に私
共の宗派では御授戒をするのであります。この忙し
い世の中に、忙がしい世の中なるが故にその忙がし
さからときはなれ、tt生とはn t宛とはIl tt人生と

はIlを頭ではなく体でわかってもらおう（体解）と
いうのが授戒会の眼目であります。

5日間、70人の坊さん達と共に生活し、仏道のノ
ウハウを一から勉強する授戒会に御参加することを
おすすめし、ピンチヒッターのスピーチと致します。

（ス　マ　イ　ル〕

忠鉢　　徹君　　湯田川孟宗が昨年より2週間早
く出ましたので、是非孟宗喰い
に御出下さい。

新穂光一郎君　　29日天皇誕生日の競馬、天皇賞
レースに当ったので。　　　　　　＼㌧一

斎藤庄治君　　二番目の孫誕生。
飯野準治君　　ゴルフ大会ピリヤ方式優勝。こ

れで2連賞。3連続の場合スマ

イル2倍したい。

秋野　　忠君　　ゴルフ大会準優勝。今年のスタ
ートが良い。

関原亨司君　　ゴルフ大会一位。初めて出場さ
せてもらったよろこび。

藤川享胤君　　ゴルフ大会二位になった。
佐藤忠蔵君　　鶴岡R．C．メークして。

（ビ　ジ　タ　ー」

北海道砂川R．C．　佐藤息蔵君
鶴岡西R．C．　　　鈴木昭吾看．足達一見君

（今週の担当者　斎藤　　昭）
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◎　真実かどうか？

（∋　みんなに公平か？

（会長報菖つ

四　つ　の　テ　ス　ト

④　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

川村徳男宕

1．当クラブから交換学生で申請していた伊藤久美

さんの派遣か決定しました。行先はアメリカ、ペ

ンシルバニア州のノ“ザンプトンR．C．のようです。

2．また、アメリカからの受入れも話が進んでおり

ます。

3．鹿児島西R・C・が、当クラブとの姉妹盟約20周年

に当る5月9日に記念例会を行なうということで

こ案内を頂いておりましたが、海外からのお客さ

んの来訪と重なり、残念乍ら出席できなくており

ましたところ、今日の例会でお客さまも一緒に召

し上って下さいということでお菓子を送って下さ

いました。皆さんの前にあるのかそれですので、

どうぞ鹿児島西R．C．の皆さんの友情と共にご賞味

下さい。なお、当クラブからも記念にお送りする

ことを理事会で承認されましたので、早送お送り

するものを決めて手配します。

4．3日や憲法記念日に嶺岸さんのお嬢さんの結婚

式に会長・幹事がこ招待をいただき出席いたしま

した。今日お見えのブラウンさんこ夫妻も出席さ

れ、国際色の豊かな、そして全体として感動の深

い結婚式でした。誠におめでとうこざいます。

5．先日幹事と一緒に小松廣穂さんと本山弥さんの

お見舞に行ってまいりました。／J＼松さんは風邪を

こじらせたもので、少し長くかかるようですが、

お元気そうでした。本山さんは軽い糖尿で、もう

退院された筈です。

（‾幹事報畜つ　迎田　稔君

○例会時間及び場所の変更→鶴岡西R．C．

5月17日の例会を孟宗汁例会の為、午後6時30

分点鐘、場所は湯田川温泉七内旅館に変更しま

す。

○会報回覧→鹿児島西R．C．、東京R．C．

（会長スピーチ〕

ハインライン博士ご夫妻及びリンゼイ・ブラウン氏

歓　迎　の　こ　と　ば

Today we have four unusual guests

from abroad・Tharlk you verymuch for

川　村　徳　男　君

attending our Rotary Club meeting here

in Tsuruoka．



Dr，Devid M・Heinleinis the past

president of NewBrunswick Rotary

Clubin U・S，from the year before

last to the August1984　the Heinleins

accepted the Rotary Exchange Student

Miss，Megumi Shimpo and were kind

enough　tolook after her justlike her

parents・

We are very appreciative of this fact

and wish to say thank you at this

OPpOrtunity・

I hear that thisis the first time

for you to visit Tsuruoka，butitis

the most beautiful season here at this

time thoughour proud cherry blosso←

I do hope you can enJOy yOurSelvesin

（コ空1旦二三」
表　　　敬

今年の6月10日で鶴岡とニュー．ブランズウィッ

クのロータリークラブの友好25周年を迎えましたの

で、N・BR．C．の会長から川村会長へ託されました

メッセージです。

比のローソクは、去る5月2日、N・BR・C・の会

議中ずうっとともされたもので、ロータリークラブ

の友好のシンボルです。と言うのむ、比の会議には

長崎市からの交歓団体研究隊も同席して居ました。

そして今は鶴岡R．C．の例会で点灯され続け、この後

再びN・Bに持ち帰り、6月の会議でも使う予定で

す。

私の鶴岡滞在中は仕事を助けていただき本当にあ

りがとうございました。鶴岡から派遣されましたメ

グミ．シンポの事にも感謝しています。メグミは私

共に青年の事について沢山教えてくれました。此の

地図は新穂光一郎氏が送ってくれたものですが、そ

れを分かりやすいようにメグミちゃんに色分けして塗

って戴きました。それで私達は鶴岡の事を丁寧に勉

強出来ましたし、一年中台所の壁に飾っておきました。

Tsuruoka and have some beautiful days

here．

AIsoI want tointroduce Mr，Lind－

say Brown・Mr，Lindsay Brownis also

the past president of Stawell Rotary

Clubin Austraria and has visited

Tsuruoka a few times．

We remember their most recent visit

to attend the District Rotary Confer－

encein1982・Welive rathcr for apart

in North and South on this earth，

However，in spite of thislong dist－

ance we feel very familiar with you・

Mr and Mrs，Brownleave Tsuruoka

rather soon，but we hope their tra－

Vels　wi11be safe and pleasant・

Thank you very much for today・

訪　　　問

（N・B市）デビット．M．ハインライン　氏

去年N・Bに行かれた鶴岡からの友好青年隊の滞

在も大変良い事で、貴R．C．に感謝しています。青年

達がつくった友好の橋は将来、世界平和につながる

事でしょう。

鶴岡とN・Bは深い関係にある高木三郎さんとの

初めての結びつきから、小花さん、三井さん、新穂

さんと皆んなロータリアンでしたし、私もこの結び

の中に居る人の一人です。

今後共よろしく…どうもありがとうこざいます。



親愛なるR・C・会長並びに会員の皆様へ

私は大変よい機会を得られて、再び（5回目）貴

クラブをお訪ね出来たことは、（国際大会に出席の

途中）私達の何よりのお喜びで御座います。

それが鶴岡市をお訪ねして、その間に私達が得ら

れた沢山のすぼらしい皆様の友情に再び親しくする

ことが出来たことが嬉しくてたまりません。

思えは、鶴岡R．C．とストールクラブが近づきにな

ったのが1966年で、最初のマテドクラブの友情のき

ずなとなり、縁故関係になり今日まで19年続きまし

た国際奉仕プログラムでした。

私がよく覚えています。19年前のことですが、東

京の大倉ホテルのロビーを歩いているところへ、真

の友人にふさわしい、日本紳士が、彼がドクター．

チョウであると、自分に紹介をして下さいました。

彼は遠いところをわざわざ鶴岡から上京して、私に

若して今夜御一緒に彼と共に汽車で鶴岡へいらっし

ゃいませんかといいました。

このすはらしい御配慮と御親切なもてなしは、実

に模範的であって、歓待と歓迎が鶴岡に到着に際し

て、私は皆様の精神的な、又、感情的に圧倒されま

した。

ドクター．チョウとクラブ友人達は、私が且って

経験出来なかった、最も楽しい日々をあたえて下さ

いまして、誠にありがとう御座いました。

友情のロータリーのかけ橋は、ただ単に文通や両

クラブ間の通信の要素からの紙の上のかけ橋ではあ

りません。そこには友情と友情が固く結ばれ、潜接

されて、人のふみ行くべき、奉仕の理想の正道な筋

道を造りあげるのが、これがかけ橋です。

（オーストラリア）リンゼィ．ブラウン　氏

そう云う意味で、私にとって、特別の恩悪者であ

り、鶴岡市に橋をかけた最初の人でありました。

この友情のかけ橋は、日本からオーストラリア、

そしてオーストラリアから日本へと進路が出来たの

でどうか御利用下さいませ。

私は嶺岸万千子を最初に鶴岡ロータリークラブの

19年前の通訳として、得ることが出来、それがかけ

橋となったのです。自分の家族の娘同様にお世話を

して、かいがあって、私はおかげ様で、オーストラ

リアの国際放送局から彼女に賞か獲得出来ました。

それは彼女が、オーストラリアの国際放送局委員会

から、太平洋区域を航海する人達に日本語と英語の

放送奉仕賞として、よく働いて下さったからです。

3年後、彼女は日本に帰国されて、今や東京の卓

越した最高業務執行者として、毎日忙がしくJ・C

．Ⅴ；TELEVISION STATIONに勤務中

であります。

鶴岡ロータリークラブの皆様とオーストラリアの

ストールクラブ会員と、ドクター．チョウと嶺岸君

と御一緒になって。

私が得られた、この好い機会のかけ橋を再び親し

く、もって行きたいところです。私達は、決してそ

のかけ橋を大事に、こわさないよう、一層継続し、

強化し、発展して、何時もお役に立ちたいのです。

最後に、この美しい国、鶴岡に来られ、皆々様の

友情にあふれた御歓迎に感謝し、これからも、いく

えもこのすぼらしい親しい友情をストールロータリ

ークラブの会員に持ち帰って、感謝致します。

ありがとうございました。

（委員会報告）

（親睦活動委員会）

会員誕生　　阿部与十郎君．板垣広志君

市川輝雄君．迎田　　稔君

諸橋政槙君．松田士郎君

佐藤友吉若

奥様誕生　　石黒　　常様．宗谷貞子様

上野和子様．山ロマサヰ様

板垣喜美子（俊次）様

松田一枝（士郎）様



（草庵委員会＿＿）

◎年間皆出席

10年間皆出席

8　　ク

3　　　ク

3　　　ク

2　　　ノケ

1　　ク

◎4月100％出席

山口篤之助君

石川寿男君

松田貞夫君

斎藤　　隆君

松田士郎君

中田敏和君

53名

秋野．阿蘇．張．藤川．平出．布施．飯白．石

川・石黒．板垣（俊）．市川．飯野．川村．黒谷．

小池・今村・皆川．塚原．忠鉢．三井（賢）．三

井（偉）．巌岸．迎田．松田（貞）．松田（士）．中

江・中野・中田・斎藤（隆）．佐藤（思）．佐藤（順）

・佐藤（衛）・佐藤（友）．新穂．菅原．鈴木（善）．

鈴木（弥）・庄司．佐藤（英）．佐々木．斎藤（昭）．

白坂・高橋．丹下．手塚（林）．富樫．高田．手

塚（拓）．上野．内山．若生．山口．吉野

（‾云‾▼手7㍍‾つ

嶺岸光吉君　　5月3日、二女の結婚式を無事

終えましたので。

張　　紹渕宕　リンゼィ．ブラウンさんと19年

振りの再会を果たし、N・B市

のデビット．M．ハインライン

博士を迎える事が出来ましたの

を大変嬉しく恩いましたので。

〔‾ビ　ジ　タ　ー）

温海R・C・　阿部一大看

ロータリー用語便覧㈹

改正または修正
定款や細則などの改正と、議案の

修正という両様の意味に用いられ

る用語。RI定款・細則および標準クラブ定款の改

正は、クラブ、地区大会RIBIの審議会と大会、

規定審議会、およびRI理事が提案できる。これら

の提案はいわゆる制定案として規定審議会へ回され、

出席代議員の過半数の賛成票によって決定される。

ただし、定款の改正だけは三分の二の賛成を必要と

する。しかし、採択された改正案は、すべて、全世

界のロータリー・クラブへ通告され、賛否が問われ

る。そして定められた期限内に事務総長のもとへ達

した反対投票が全クラブ投票権数の10％に達した場

合には、さらにその直後の国際大会で審議されるこ

とになる。その場合も、RI定款改正については3

分の2、RI細則と標準クラブ定款の改正について

は過半数の賛否が必要とされる。

クラブ細則の改正は、RIの定款・細則および標

準クラブ定款の規定に反しない限り、定足数の会員

の出席する例会において、出席会員3分の2以上の

賛成によって行なうことができる。

これに対して、修正という意味に用いられる場合

は、改正案の修正や動議の修正に限られる。このよ

うにAmendmentには以上2つの意味があるので、

はっきり使い分けが肝要なのである。RIおよびク

ラブの定款および細則の各最後の条に規定してある

のは前者の場合で、後者の場合についてはttRo－

bert．s Rules of Order。の随所に出ている。

ガバナー．ノミ　地区は、国際大会において選挙さ

れるべきガバナーの候補者を、ま

ず地区大会で指名しなければならない。ここで指名

された候補者をガバナー・ノミニ1という。国際大

会で選挙された後、7月1日の就任までの間は、ガ

バナー・イレクトとか次期カンマナーと呼ばれる。

その後、就任の2年前に選出できるようになり、

RI奨励もあって、いまでは同地区に2人のガバナ

ー・ノミニーのいる場合が多くなっている。

加盟ク　ラ　ブ
国際ロータリーに正式に加盟を認

められたロータリー・クラブ。

（今週の担当者　忠鉢　　徹）

r H目　上＋バ＿リ　　　　　　T．ノl H　－　【　八㌧引く

吊IJ L rH l侶両帝†1ニ＼■1しい人J　【」．．1，rl」う1　771
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（9　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

⊂生長報草」

四　つ　の　テ　スト

㊥　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

川村徳男宕

1，11・12日と地区協議会で原町に行かれた方、こ

苦労さまでした。

2．先週の例会は、2組の海外からのお客さんで大

変なこやかな国際親睦が行なわれまして、ありが

とうこざいました。特に設営その他関係の方々、

ご苦労さまでした。

3．その折に、N・Bロータリークラブ会長からのメ

ッセージ（原文別掲）をいただきましたので、こ

ちらからもハインライン博士に託して持って行っ

ていただきました。

4．本山弥さんから退院と勤務復帰のこ挨拶状が参

っております。早く良くなられて

5．次の例会までの行事

（1）ロータリー関係

次の日曜、19日は春の家族会です。8時半、

産業会館前出発ですので遅れないようにお願い

します。

20日の月曜日は教育110番の第9回目です。

カウンセラー、事務局の方よろしくお願い致し

ます。

前後しますが、18日の土曜日は地区の広報及

び雑誌セミナ←が山形で行なわれ、当クラブか

ら菅原辰吉さんが出席されます。ご苦労さまで

すがよろしくお願いします。

直接には関係ありませんが、同日、山形で新

旧の分区代理研修会があるようです。

（2）一般の行事

15日は沖縄返還記念日、18日は国際善意デー、

20日は酒田の山王まつりです。

（幹事報告）迎田　稔署

○認証状伝達式のご案内→一戸R・C・

○創立10周年記念式典のご案内→船引RtC・

地区協議会の報告

佐藤順冶看

去る5月11日（土）、12日（日）の2日間、原町市に

おいて1985年度地区協議会が行われましたので、ご

く簡単にご報告させて頂きます。

第1日目は、第一イン原町で次期会長・幹事会が

開催されました。

斎藤ガバナー、松永ガバナー・ノミニーが夫々挨

拶され、引続き地区決算の見通し、地区組織等につ

いて説明あり、本会議終了しました。

その中で、

1．ガバナー公式訪問は8月8日（木）に決定。当

日は火曜日ではありませんので、例会日変更に

なります。

2．会員増強拡大セミナーが7月13日（土）実施さ

れます。バストガバナーの石黒先生が主宰する

ことになっております。

3．庄内分区トG・Fは9月22日（日）に実施しま

す。



4．地区大会は10月5日（土）．6日（日）の2日間

原町市で実施されます。

5．地区役員について

④　石黒P．G：諮問委員会の委員

米山奨学委員会の委員

会員増強拡大委員会の委員長

㊥　新穂光一郎君：口際青少年交換小委員会の

委員

第2日目は、午前・午後を通じ会長部会、幹事部

会、4大奉仕部会、青少年奉仕部会、会員増強部会

の8つに分れ勉強会を実施し、皆さん夫々の分野に

於てより多くの成果を修められたことと思われます。

最後になりましたが、次年度ガバナーの要望とし

（会員スピーチ〕

ては大きなものが2つあります。

1．会員増強

会員の退会することを防止し、6月30日現在の

会員数により、会員5人で1人の会員を入会せし

め、会員100万人達成に協力してほしい。

2．ロータリー財団の認識を深くして財団寄附に協

力してもらいたい。

会員の20％が、4年後を目標にしてポール・ハ

リス．フェローになって貰いたい。その為には今年

よりポール．ハリス．準フェローになって貰いたい。

尚、今回地区協議会に出席されました秋野さん、

川村さん、板垣さん、小池さん、山口さん、高橋さ

ん、庄司さん、遠い処ほんとうにご苦労様でした。

80年代の消費者傾向

昨年11月に当ロータリークラブに入会させていた

だき約7ケ月経ちました。いまだに西も東もわから

ず只ウロウロしておりますが、会員の皆様の温かい

ど友情とご指導によりまして、これからも努力致し

まして、皆さんと共に歩んでまいりたいと思います。

前々からプログラム委員長の佐藤陸男さんよりス

ピーチをやるように言われておりましたが、人前で

話しをする事が大の苦手とする事ですし、諸先輩を

前にしてスピーチをやる程知識をもっておりません。

色々考えましたが、頭の中が大体カラッポな私には

いい知恵が浮ぶ訳がありません。皆さんには関係の

ない、又このような例会でのスピーチになるかなら

ないかわかりませんが、私達業種のトップでありま

す美津濃スポーツの特約店会議に於て社長の小野氏

より、80年代の消費者傾向と云う話しの中から感じ

た事をメモして来ましたので、それとスポーツ業会

の現況をスピーチ致します。

現在、消費全般を見ますとあまり良くありません。

しかし、その中でも着実に売上げを伸ばしている業

種や商品もあります。例えはVTR、パソコンなど

軽．薄．短．小などと言われて伸びているものと、停

滞しているものの間にはどんな差があるのか？　伸

びている商品に共通する要素は、消費者がその商品

を使いこなすことに歓びを感じられるようなもので

あり、停滞しているものにはその余地がないか、少

くないのではないのだろうか？

現代はハンドリングの時代。つまり物を使いこな

皆　川　光　吉　著

す時代であると言われております。たとえは、50万

円のパーソナルコンピューターのセヨトがあるとし

よう。マニアになれは何時間もキーボードに向って

おります。仮に1日平均2時間、1年に150日ぐら

いこれを使うとすれば、このセットの1時間当りの

費用は24円を切ります。これに対して、たとえ2万

円の商品であっても年に5時間しか使わないとすれ

ば時間単価はパソコン以上になるわけです。更に使

いこなす歓びを計算に入れますと、両者の差がいか

に大きいかということがはっきりしてくるし、また

商品の価格だけで比較できないことがわかります。

戦後の飢餓時代は物を所有することが最大のテー

マでありました。今、家の中を見渡せば、溢れんは

かりのモノの洪水－中には全く使われることなく

嘆を被ってしまっている商品が、とこの家にも5～

10、或はそれ以上あると思います。それらの商品は

所有する事－有るか無いかと云う存在の価値があ

る程度基盤になっていたはずであります。それにむ

けてメーカー側の商品開発も、今思えばtt使いこな

す．ゝというよりもtt売れる日という発想が第一条件

であったと言えよう。しかし、時代の変化（高度成

長から低成長、大量消費から本物志向といった変

化）と共に、商品購買の担い手が、ありあまるモノ

の中から選択しながら育ってきた世代にバトンタッ

チされてきております。

その新しい世代にとって商品は、相変らず単に
tt売れる1、発想のモノで満足させられるのだろうか。



少なくとも、この新しい担い手達にとっての商品は
’t持つ．〉　tt持たないいということより、自分のもの

として使いこなせるということが大きな魅力として

要求しております。

また、革新的な新商品が登場しても、低価格化、

小型化（ハンディ）、高性能化という商品誕生後の

いくつものドラマを見てきているから、使い易くな

るまで、或は買い易くなるまで待つということをも

充分体験しております。飢餓世代の発想では及びも

つかない購買術を持っております。次から次に登場

する商品のバリエーションを人々は多様化と呼んで

おります。確かにその一言でその状態は説明できる

のだが、わけがわからないから多様化と言ってしま

っている面も否定はできない。ちょっと見方を変え

て、この多様化と呼ばれる商品の群れは、ttハンド

リングの一覧表．1と考えますと、意外に中味が整理

されてきます。ちょうとカタログ誌やタウン誌、趣

味雑誌など情報を満載した雑誌の中から、自分の趣

味分野を選びとるように、人々は自分のハンドリン

グに合わせて商品を選ぶことが出来ます。その基盤

となる思想は、かつてのIt所有する）、ことでなく、
て’使いこなすゝlということに変化しているからtt売

れるiゝことより　tt使われる．iことの発想が、今求め

られております。

この様な時代を背景にした私の生活の糧にしてお

りますスポーツ産業を見ますと、tt見るスポーツゝl

からtt参加するスポーツllへと大衆化する時代を迎

えております。スポーツを生活に密着したものとし

て、広い分野で思い思いにスポーツを楽しむという

行動が日常化しております。こうした生活環境基盤

の充実から、スポ1ツ産業といわれる産業が大きく

成長してきまして、わが国の経済の中でも少なから

ず注目される存在となっております。

しかし、只一口にスポーツ産業といっても、一つ

はスポーツ用品市場（スポーツ用具、服装）等の販

売市場、二つは（民間のスポーツ施設、公共のスポ
ーツ施設、職場のスポーツ施設、学校の体育施設）

というスポーツ施設市場、三つには（各種運動サー

クル、アスレチッククラブ）というスポーツ教育市

場と、それぞれ独立した三つの市場から成っており

まして、各々の市場が補い合いながらスポーツの成

長をもたらしております。

スポーツ用品市場が成長した背景には、所得水準

の向上、それにともない余暇時間の増大したことに

より、国民の意識がtt物の豊さ、）からtt心の豊さ．、

を求めるように変化してまいりまして、健康、レジ

ャーに対する関心が高まり、積極的に自分で体を動

かすようになってきた事、又、スポーツが多様化し

てまいりまして、各種のスポーツ愛好者が増え、夏

は水泳、冬はスキ←、春秋はテニス、ゴ／レフという

ように、一人の人が何種類ものスポーツをやる様に

なって来ました。又、スポーツ施設、教育の充実が

社会的に認識されてきまして、スポーツをやる環境

が非常に良くなってきたからと思います。

それでは、このような状況の中でわが山形県がど

のような現況にあるかと言いますと、只これから申

し上げますデークーは57年の市場概況ですので、多

少は違いがあると思いますが、そう大きく差はない

と思います。

山形県民一人あたりのスポーツ用品に出費する金

額は平均で約7，090円であります。これを全国平均

と比較してみますと、全国平均が8，820円、1，730

円低い数字です。又、東日本（関東以北、北海道も

含む）の平均9，850円、2，760円低い数字です。全

国47都道府県の順位では31番目であります。これは

毎年行なわれます国民体育大会での山形県の得点の

順位とほぼ同じでありまして、スポーツ用品出費金

額＝国体順位と、あまりかんはしくない結果がでて

おります。

来る67年には山形県に於てべにはな国体が開催さ

れる事が決定しております。特別に順位にこだわる

わけではありませんが、今少しスポーツ用品に出費

する金額を奮発していただきまして、上位入賞を果

してみたいと思うものです。

しス　マ　イ　ノJつ

石黒慶之助君　　原町の地区協議会に板垣広志君

の車で往復出来ました。又、パ
ーティーの際、芸者さんより62

才とも云われましたので。

松田士郎君　　商工会議所主催の6月2日の早

朝マラソンに挙って参加をお願

いします。

佐藤　　衛君　　仙台で新会社のNTTさんの入

札を落札出来ました。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C．　菅原隼雄君・三浦正志君

桜井　　晋君
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Tsumoka Rotary Club

Hay，1985

Dear president Kowamra and fellow・刀btarians；

王am Daniel OIKeefe，President of the New Brunswick

如tary Club．I am honored to send you greetings from our

Club．We are Sister City Rotary Clubs and have beez】for

twenty－five years．

Last year we had the pleasure of hostingァour Youth

上XChange Student，Miss一出egumi Shimpo，Who helped us to

know more aboutinternationa，l friendship．　裾e also hosted

the young people from the Tsuruoka－New Brunswick Friendship

Association when they came herein August．I send them my

SpeCial greetings．

La・St Spring Dr．Tetstl MitsuiI伽S・帖tsui and their

son visited ourぬtary Club．Dr．NLitsui spoke of the need

for further developirlg friendship between young people of

different nations through exchange visits．

We hope friendship exchange visits can continue to be

made between the young people of our cities●

＿三≡三三了プ

（今週の担当者　手塚　　拓）

．．r　　　　　　　　　川　　LH．い1卜　し1　い　　l】．，frE）

」た　　1　　　■」r　一　・日川＝／、＝r′1　且．■

州．址出小甘昔ノ・lmT　　⊥L－　　　†′：′ナ　＝

・－　「　　＿三いノ■引く

（亡．うう・三17　711

－1少Jく日　　　′「伎12．ミしト1∴狛
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隠随漸層≡壷匿添百恵磨≡≡≡≡≡≡‡‾≡≒室≡≡
発つ宮守よう
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∈）真実かどうか？

①　みんなに公平か？

四　つ　の　テ　スト

④　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

（二互亘＝垂：亘つ　川村徳男宕

1．19日の春の家族会は、初めての方が大部分だっ

たようですが、松山も、土門記念館もすはらしか

ったし、三瀬の坂本屋も大へん結構で、ご参加の

皆さんに喜んで頂けたようです。松嶺では、私と

しましては30年ぶりに佐々木霊山和尚の88才のお

元気なお姿にお目にかかり、しっかりしたお話ぶ

りに感激しました。宝蔵寺さんではお茶とまんじ

ゅうのおもてなしをいただくなど、佐々木さんに

は大へんお世話になり、また、松山町の助役さん

には終始町内をご案内いただき感謝申し上げます。

なお、元会員の阿部譲さんのお墓もおがんで参り

ましたことをど報告いたします。幸い暑からす寒

からず、天候に恵まれたことも企画が良いことの

あらわれで、担当の親睦活動委員会の皆様に心か

ら御礼を申し上げます。

2．先日、リンゼ・ブラウンさんがおいでになった

ときに、実は、ストーウェルR．C．の会長さんから

メッセージを預ってきたのだそうですが、それを

出し忘れて、帰りの山形空港で張さんに渡された

ということでした。原文を掲載いたします。

The President，

Rotary Club of Tsuruoka，

Dear Sir，

On the occasion of the

Visit to your Club of Past PresidT

ent Lindsay Brown，I extend to

you and the Menbers of your Club

greetings and bestwishes from

myself and themembers of the

Rotary Club of Stawell・

VeヱTl N⊥elsen

PRESエD雷門

‘3．地区ガバナーからユニバーシアード神戸大会に

対する特別寄付金の報告を兼ねて協力の礼状が参

っております。地区全体で4月末現在817，057円

ということです。

4．交換学生の受入れを新穂さんと小池さん、私の

3人で鶴岡南高校に参ってお願いしておりました

ところ、佐藤校長ほか先生方の大英断をもって受

け入れて頂くことに決定しました。学生は英領の

バミューダから来るジュリー・エリザベスという

18才の女の子です。実際に来るのは8月下旬のよ

うですが、第一段階の難問題が決まり、ほっとし

ました。今後、ホストファミリー、その他よろし

くお願い申し上げます。

5．鶴岡建設株式会社さんから本社社屋の移転と、

19日から営業開始の挨拶状を頂いております。場

所はNTT鶴岡電報電話局の向いの角です。社業

のご発展をお喜び申し上げ、今後一層のご繁栄を

お祈り申し上げます。



6．次の例会までの行事

（1）ロータリー関係

本日午後6時から吉川屋で、外部のカウンセ

ラーの先生方を交えて、教育110番の反省並び

に懇談の会を催します。関係の方々よろしくお

願い致します。

26日はインター・アクトの庄内ブロック研修

会が温海で行なわれます。

25日から29日までは、R・Ⅰの国際大会がミズ

リー州カンザス・シティで行なわれます。

（2）一般の行事

25日（土）は天神祭ですが、天気がよいのでは

ないでしょうか。

（うストスピーチ〕

（幹事報告）迎田　稔君

○例会時間、場所変更のお知らせ

余目R．C．　5月24日の例会

新会員歓迎例会のため同日午後6

時30分点鐘　余目商工会館

立川R．C．　5月23日の例会

5月25日午後6時点鐘

ホテル雷屋　一泊

遊佐R．C．　5月28日の例会

竹の子例会のため同日午後6時点

鐘　遊佐商工会

○回覧→遊佐R．C．会報

最近の少年問題について

今の中学校、高校生達は

万引といったものについて

どういう考えをもっている

のかを申し上げ、色々な面

で参考にしてもらいたいと

考えます。

今日の新聞を見ますと、

いつれも山形県警で発表し

た「いじめ」の問題が取り

上げられております。少年相談実施基準を県警で作

りまして、「いじめ」の問題について対応しようと

しております。今、鶴岡警察署に「いじめ」の相談

がきているのは一件しかありません。これは仙台か

ら鶴岡に転校になった小学校一年生の女の子に関す

る問題であります。特に大きく取り上げる問題では

ありませんが、鶴岡にも「いじめ」の問題が若干あ

るが、今のところ悪い方向ではないと思います。

特に少年問題を取り上げたのは、21世紀の日本を

背負う少年の問題は国家的にも社会的にも大きな問

題であります。少年問題はなんといっても少年白身

の問題であります。家庭・社会・環境、この三つの

問題がからみあい、増幅しあい、協合しあい、その

結果非行に走るという結果になっております。

具体的に例を上げて申し上げます。

私が鶴岡に来て一ケ月位のとき、四月下旬、市内

の商店2ヶ所で万引事件が発生しました。この2件

鶴岡警察署長　斎　藤　忠　二　氏

はいつれも女子中学生です。学校も違う、グルー70

も違う、たまたま偶然同じような少年万引というこ

とで関心をもったのですが、女子中学生が万引した

ものは化粧品と下着類であります。若干の化粧品、

ほとんとが下着類で、しかもパンティでありました。

補導官がなぜこんなものを盗むんだと聞いたところ

が、結論は修学旅行の夜、特に風呂場での脱衣場で

は女子中学生の下着ショーみたいなもので、カラフ

ルな下着でパンティをつけるのがもっとも開放感に

あふれる修学旅行の行事だということがわかりまし

て、びっくりしたわけです。私共の修学旅行はそん

なことはなかったのです。いまの中学生の修学旅行

はそういう下着を見せ合うということが流行になっ

ていることがわかりました。なんといってもいまの

中学生の旅行は制服です。画一一的な制服を着ている。

もっとも自由奔放なものは下着類、とくにパンティ

あたりはもっとも各人の注目を引きつけるのか下着

だといい、下着類を万引したということがわかりま

したので、早速各学校に連絡、5月というのは修学

旅行の多い時期であり、修学旅行の用品を買うとき

は少なくとも親が同伴してもらいたいと中学校に連

絡いたし、お願いを致したところです。その後はパ

ンティを万引するということがなくなりました。こ

のような結果となっております。

その後大体2日に一ペん万引が発生しており、月

に15～20件発生しております。そういった万引事件

、／
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でどういうものが盗まれるかといいますと、女子の

場合化粧品、下着類、洋服物、小物こういったもの

がほとんどで、その対象になっております。男子の

場合はドライヤー、スポーツ用品、カセット類こう

いったものが万引の対象になっております。このよ

うに万引を平気で万引をやるのか、いろいろの要素

があるが、品物はいっぱいあるんじゃないか、ひと

つぐらい盗んでもわからない、ひとつぐらいかんべ

んしてもらえると、安易な気持、それから個人のも

のでなくて会社のもので、個人のものを盗むんじゃ

ない、大会社のものをもっていったってたいしたこ

とはないという安易な気持ちから万引行為を

している。びっくりするのは中学校、高校でも今度

はあそこの店に行ったらあれを盗んでこい、これを

万引してこいと、万引してから、おれはこれをもっ

ている、これと交換しよう。こういったことを学校

の教室で行われているので、学校が泥棒市のように

なっているところもあったようです。万引について

はいまの子とも達がとういうふうに考えて、どうい

う見方をしているのかなとについて、うちの補導官

に万引をした子とも達に万引をしたときにどのよう

な弁解をするのか、その弁解の理由を聞いたところ

4つに分けられるようです。

そのlは、万引する少年少女はお金をもっていな

いのか、お金はもっている。なぜお金を出して物を

買わないのか。お金はもったいないので有効に使う

のた。万引でうめあわせ出来るものは万引でうめあ

わせをする。私はもっとお金を有効に使いたいのだ

と弁解する。

2．万引位はという意識をもっている。

中学・高校生徒もお互いに万引しても、又、品

物を見ても許容しあっているというのが現状であ

ります。こういう意識が共通の意識として、今の

中学校、高校生にあることをご承知おきを願いた

いと思います。

3．万引はおれだけでなく皆んながやっている。

赤信号も皆んなで渡ればこわくないという集団

的心理が深く浸透している。

4．罪の意識が薄い、罪悪感がない。

こういったことが万引する少年少女に共通して

いる。

このような弁解のようです。結局はこうなります

となんといっても道徳感、倫理感が問題になるので

すが、私達が少年少女に万引はよいのか悪いのかと

聞きますと、万引は悪いことですとはっきりいいま

す。どうして悪いのか、泥棒だから悪い。泥棒はな

ぜ悪いのかについては答えることができない。この

へんにひとつの家庭の問題、学校での問題があるの

でないのか。人のものを盗む、他人の財物と自分の

財物についての考え方がはっきりしてない。

結論から申し上げますと、善悪、他人のもの、自

分のものの「けじめ」区別がつかない。他人のもの

自分のものに対する安易な気持ちがある。今の子ど

もはスリル感といったもので万引をする。人のもの

自分のものをはっきりわかるよう区別、良いこと悪

いことを区分してけじめのわかるような指導をお願

いしたいと思います。

今の子ども達は自己中心的な意識が強い。自分中

心に何んでもかんでも自分中心に判断している。そ

のことに心配なのは人の痛みがわからない。あんた

がものを盗まれたらとうなるのか、どんな気持ちに

なるのか、あんたが反対になったらどうなるのか、

思いやりの気持ちがない、痛みをわけあう思いやり

の気持ちがない、自己中心的な考え方が非常に強く

主張されているのではないのか。このように感じて

いるところです。

今の小中学生は、このように問題行動を起します

が、今年に入ってから大巾に万引件数も減っており

ます。これからは社会も、学校も、家庭も監視を強

くして「けじめ」をはっきりつけられる子どもにし

そゆく方向つけをしていこうとしています。

私共のところでは婦人補導官3人が少年少女のよ

い相談相手になっております。おもに少年事件につ

いては婦人補導官が対応しております。親に相談出

来ないことを補導官に相談されるのでなく、親に相

談出来るような方向つけをしなければならないので

はないか。

今の少年少女はわりきったドライな気持ちをもっ

ているので、子どもの行動を見守っていき、家庭内

身内、まわりから非行少年少女を出さないようお互

いに努めたいものです。

〔垂）
広報及び雑誌セミナーについて

菅原辰吉君

日時　昭和60年5月18日（土）

昼　　食　12：00～13二00

セミナー　13：00～15：00



13：00

「ロータリー広報活動と雑誌について」

講師　友地区委員，地区広報委員

奥山源内君

ロータリーの友地区委員として雑誌委員長に知っ

ておきたい事をお話する。

ロータリーの友の中で、雑誌委員長に毎月1回読

んでもらいたい事をお知らせしている。従ってロー

タリアンにロータリーの友を紹介し、ロータリーの

友を読んでもらいたい。

ロータリーの友を必読する事は定款によって定ま

っている。

中央にはロータリーの友委員会がありまして、地

区委員は刊行、編集に当たっている。委員は1年交

替ですが、地区によっては4年もつとめている所も

ある。33年の歴史をもっている。内容もロータリア

ンの投稿によるものが主である。前半は横書き、後

半は縦書きである。

横書きの部分にはロータリーの行事、情報、分区、

米山、ガバナー座談会、地区委員の論説等がある。

縦書きの部分にはロータリアンでない人の教養番

組等がのせてある。

会費は、ロータリーの年会費の一部から200円で

やっている。自分のポケットマネーで作られている

ものだから是非読んでもらいたい。これは日本国内

のロータリアンの意思統一に必要なものである。

各種情報をコンピューターに入れたら、21世紀の

後半にはライオンズクラブは衰微するだろうとのこ

とでした。ロータリークラブには理念として企業を

通じて奉仕するとあるが、この辺がライオンズクラ

ブはあいまいである。

理念がないと行動も組織も弱体化する。100万人

という人が理念を集大成し、ロータリアンの進化や

多くのロータリアンの考えをまとめ、平行線にしよ

うとする雑誌の意義は大きい。

ロータリ「．モデル（ハルトトーマス著）の紹

介等があった。

14：00

「ロータリーの広報活動について」

講師　地区広報委員長　バストガバナ【

黒沢　　茂君

4月末クラブの数は21，750、ロータリアン100万

人にもう少しで達成出来る。ロータリーは会員増強

に力を入れている。これには広報活動が大事である。

年々広報活動を続けて行けば会員増強につながる。

広報はクラブ外の人に働きかける。

広報はRり広報委員会から沢山出ている。例えば

手続要覧。これは後半の黄色い部分が変らない大事

なものである。

「窓を開くロータリー」これはロータリーにおけ

る広報とは何故必要か一冊によくまとまっている。

ロータリーは一般市民から遊離している。奉仕作業

が認められない。そのために広報は必要なのである。

ポール．ハリスの言葉に、ロータリアンだけでなく

一般の人々にも手を差しのべるとある。自分の家族

とか、自分の委員会に説明を加えないでいないか、

自分以外の人にどれだけ伝えたか考えてくれ。広報

活動には地域情報社会と一般向け情報と二分野があ

る。例えば地域情報社会には、例えはオーストラリ

ァで下半身マヒの身障者のための車イスを作った例

である。これは特殊である。

我々が直ぐにやれるものはロ【グリー財団がある。

これは3Hプロ、交換学生、教育、アフリカ難民救

済等多種である。これは広報の重大な活動である。

ローダリ】のバッヂは大きな広報の道具となって

いる。

15：00　　　　ガバナーあいさつ

斎藤利世看

広報は地域社会に奉仕活動する願いを旨く伝達さ

せるための手段である。又、新会員を誘致するため

の有効な手段である。とあいさつして終った。

⊂吏マ　イ了亡）
三井　健君　　5月19日の家族会成会裡に終了

したので

富樫長吉君　　鶴岡建設KK本社移転されたので

佐々木霊彦君　家族会がおいで下されたのに感

謝して

加藤　　賢君　　弟が結婚したので

布施隆夫君　家族会の折庄交バスが自分のメ
ーカーの製品で、乗り心地が良

かったのに感謝して

Fジ　タ　二つ
鶴岡西R．C．　桜井　構君・加藤重郎左工門君

（今週の担当者　斎藤　　昭）
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野馳墜司鵠岡＝m＿≡

㊤　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

（二義長報告〕

四　つ　の　テ　ス　ト

㊥　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

川村徳男若

1．鹿児島西R．C．の盟約20周年記念事業の一環とし

て当地の名菓を送ったのに対して、お礼状と盟約

記念例会の写真が参っておりますので、記事を掲

載した会報と共に回覧します。本格的な記念例会

をおやりになったようで有難いことです。

2．来月の6月9日は鶴岡R．C．の創立26周年記念日

ですが、繰り上げて来週、6月4日の例会日に記

念プログラムを行なうことにいたします。恒例に

よりまして、お祝いに紅白のお餅を配ることにし

ます。なお、出席委員会の本年度の活動計画の中

にもありますし、中田委員長さんからお願いの文

書が出ておりますが、100％出席をぜひとも実損

されますよう、私からもお願いを申し上げます。

3．次の例会までの行事

⊂ゲストスピーチ）

（1）ロータリー関係

来週の火曜日は本年度最後の定例理事会です

ので、メンバーの方は11時半までお集り下さい。

（2）一般の行事

6月1日は気象記念日、電波の日、写真の日

2日は横浜開港記念日です。

以上で本日の会長報告を終りますが、私の会長年

度も今日の例会を含めて、余すところ片手になって

しまいました。有終の美を発揮するように、最後ま

で気をゆるめないでがんばりますので、会員皆様の

ご協力を心からお願い申し上げます。

〔幹事報告）
迎田　　稔署

○会報回覧→鹿児島西R．C・

常葉R．C．10周年記念誌

○次年度ロータリー手帳が届いています。事務局へ。

鶴岡市の60年度予算について

鶴岡市長　斎　藤　第　六　氏

平素から市政に対してご理解をいただき、ことの

ほか国際交流について、先般ニュー．ブランズウィ

ック市友好協会の主催いただきまして、デビット．

M．ハイライン博士の歓迎会等催していただき、更

にはまたロータリーの交換学生受入に対しても配慮

をいただき、鶴岡市が一段と国際都市として進展致

しておりますことを有難くお礼申し上げます。

今日は新年度の予算の概要について申し上げます。

60年度の予算については、国の補助金の大巾削減さ

れたことで、生活保護司、老人ホーム、特別老人ホ



－ム等の費用について、国

の負担が10％引下げられ、

その分みな市の負担にはね

かえってくるわけです。補

助金の削減による影響は、

鶴岡市でも1億6千万はと

になります。この金額は大

変なもので、この金を有効

に使うことになれば、3倍も4倍もにして色々の事

業がやりうるわけです。1億5千万あれば、国の補

助金や起債を含めまして学校、道路の仕事がもっと

もっと色々事業ができるはずのものが、国との関係

で地方団体は苦しい状勢になっております。

今年の一般会計の総予算枠は187億2千万で、昨

年当初に比べ3億6千万しか伸びず、その伸び率は

1．7％で微増である。国の平均的な地方財政の伸び

は4．6％は総枠で伸びるであろうと云われている。

全国平均からみると鶴岡の場合、そこまではいたら

ない現状であります。このようなことから、経常経

費を切りつめまして、できるだけ投資的事業をやる

費用にふりむけなければならないというきびしい予

算編成を致したわけであります。

予算の中で一番大きいのは市税でございます。こ

れは税金で76億1千万で、昨年当初は約70億であり

ましたので、6億1千万程税金が増えるであろうと

見積りまして、8．8％の伸びを見込んでおります。

ちなみに、国の財政計画では10．5％伸びるであろう

との見方をしておりますので、全国平均からみると

2％位下廻る見方をせざるを得ない。次に多いのは

地方交付税34億5千万で、次が国庫支出金20億8千

万。これが補助金削減によりまして、前年を100と

した場合、86％しか見込めないて′　こういうところに

しわよせができているわけであります。もうひとつ

は市債、いわゆる事業をやる場合、国からの借金問

題であります。これが15億4千万見込み、前年が21

億2千万、約5億7千万少なくなっております。こ

れは起債の条件がきびしくなっておりまして、従来

財源対策制度でありましたものが今年からなくなり

まして、金を借りるにも窮屈になってきていること

が反映して少なく予算を組んでおります。これから

もこういう状況が続くであろうと思われ、補助金の

削減は60年かぎりだといっておりましたが、最近国

の状況から今後とも続けなければならないといって

補助金を検討する閣僚会議が発足致して、いわゆる

国と地方との補助金のあり方を再検討しようという

ことの動きになって、1割削減は期待できず、恒久

化されるおそれがあると思います。第一線におるわ

れわれ市町村は、だんだん苦しくなっていくわけで

あります。

われわれは地方分権、いわゆる地方の仕事は全部

地方にまかせてもらう。それと同時に財政配分をも

っと合理的にやってもらいたい。今、税の問題は所
）

得税や酒税と、いいところは全部国の収入になって

いるので、市町村の税金は市民税と国定資産税が主

たるものでありまして、もう少し財源の配分を地方

に厚くしていただきたいものです。こういうことを

要望致しております。

苦しい中であるが、市としてはどうしてもやらな

ければならないもの、急がなければならないもの、

将来のため今のうちにやらなければならないものを

選別して重点的に進め、事業選択を厳しくしており

ます。

59年度も主だったものを申し上げますと、待望久

しかった図書館を約6億で完成し、7月下旬オー70

ンできる段取りになっております。それから、栄小

学校も改築が終りまして、立派な学校が出来まし払＼、ノ

それから、羽黒街道の第二学区コミュニティセンタ

ー、59年度目玉事業としてコミュニティ防災センタ

ー、湯田川のコミュニティセンター、小牧原運動公

園陸上競技場のスタンド3分の2をやり、今年度内

部の整備を致すことにしております。

八森山スキー場にヒュッテ1億で作りました。そ

れから駅前再開発に相当力を入れて、これからが問

題であります。地権者の方々と話し合いをし、6月

下旬には権利返還計画の縦覧や、地権者の方々のど

了承いただければ、いよいよ工事に着手ということ

になります。まだ2～3問題がありますが、なんと

か予定通り6月の権利返還の縦覧にもっていきたい



ものです。

60年予算の主なものを申し上げますと、今年は町

村合併30周年に当り、昭和30年4月と7月に一町9

ケ村合併し、その後大山町の合併がありました。当

時鶴岡市の人口4万数千ぐらいが、今日10万都市に

なったというひとつの大きな基礎づくりが町村合併

であり、その30周年式典を計画しました。また、町

づくり青年会議を新たに設けまして、若い青年各団

体、各階層から推選を受けた50人の青年を委嘱しま

して、町づくり青年会議を設置いたしました。若い

方々のご意見や提言を市政の上に反映させていきた

い趣旨で、任期は2年ということで作りました。今

後色々活動してもらう予定であります。

それからコミュニティカレッジ。これは今、郊外

地、市街地にコミュニティというものがだいぶ進み

ました。コミュニティセンターも順次作ってまいり

ました。昨年は第一学区、第二学区、第三学区。こ

の次は第四学区に作ろうとしています。順次やって

いきますと、鶴岡市全域にコミュニティセンターが

できます。そこでコミュニティセンター指導者養成

が大事になります。地域の教育の場であり、親善の

場であり、地域作りの場でなければならないこうい

う目的を果すには指導者養成が必要であり、リーダ

ー養成のため講師を招喝したり、講演会、研修会を

催したい。

今年は国際森林年にあたりますので、山形県緑の

シンポジウムを鶴岡に誘致をいたして開催致します。

また市民の森の会を作っていただき、緑の普及には

力を入れていますので、民間の協力を得ております。

安藤惟親さんから樺を寄贈いただき、運動公園、湯

田川のもとの国立療養所の裏の山に樺の森を作って

います。また友好の森ということで江戸川区から相

当のど寄贈をいただくというお話を聞いております。

市民の意識の高揚を図っていきたいと考えています。

こらんの通り、新総合計画、いわゆる新しい総合

開発計画を59年度、60年度の2ヶ年に亘り作り上げ

ようと、59年から総合開発計画委員会に諮問をいた

しておりまして、70年を目途にした新しい総合開発

計画を今年度中に答申をしていただくことにしてお

ります。勿論21世紀をみこしての鶴岡市の総合計画

で、非常に大事な計画であると考えています。また

tt雪の降る町一、は鶴岡市で構想を練られた名曲であ

ります。内村直也さんが鶴岡に来たときにこの歌を

作られたということで全国的に有名になっており、

これを何とか観光面に活用できないかと、市の若い

職員がアイデアを出して、第1回の雪の降る町の全

国コンクールをやる計画を致しております。できる

だけ多くの合唱団を招きまして、真冬の期間に実施

し、作曲家の中田書直先生を招きまして、課題曲を
tt雪の降る町．、と、自由曲一曲を加え、二曲づつで

コンクールをやりますので、成功させ、毎年やりた

いものと思って居ります。

新しい政策としては、特家住宅の建設資金の利子

補給として新築、増築、内部改造される場合、希望

の方に一戸当り20万から100万の資金を貸し出す制

度であります。これには市内の金融機関の皆さんか

ら全面協力をしていただいて、その枠は1年間で3

億、償還期間5年、利率は4．5％で、越える分につ

いて市が利子補給をする仕組みであります。これは

昨年酒田で実施し、大変利用者が多かった。本市の

場合大体1億位消化しているようです。わずか100

万ですので、とのくらい効果があるかわかりません

が、職人の方の仕事がなくて困っている。また建材

関係、其の他の需要を喚起しようという目的でやる

わけです。

また、行政改革推進協議会。これは国も地方も一

体となって行政改革をやって、できるだけ無駄をは

ぶいて、必要な新しい面に予算を振り向けなければ

ならない。どこの市町村でも共通の問題です。市民

の代表の方々が参画して行政改革推進協議会を発足

させ、13名の委員を委嘱して、本格的にどういう部

面を改革するか検討することにしてあります。

次に火葬場の改築です。なかなか場所が決まらな

いため長引いていましたが、幸い斎地区、伊勢横内

の方々の協力を得まして、現在の場所に、面積は現

在の10倍、約1町歩を買収致しまして、60年、61年

の2ヶ年継続として、最新の近代的施設の火葬場を

建設しようと、今年2億4千万、来年も同額大体4



億5千万かかり、無煙、無臭、無公害の近代施設を

作ることになります。

また農業関係ではライスセンターを作り、大規模

なものを京田地区に、小規模なものを田川地区に、

来年は黄金地区に350加を求め建設予定であります。

すでに大泉、西郷、上郷には出来て、遂次ライスセ

ンターを作り晶質向上を図り、一等米作りを推進し

ていきたい。これも幸い国務大臣が出ているので助

かって居ります。

また、花の緑のモデル都市が全国6ヶ所指定され、

そのうち鶴岡市が指定され、3ケ年計画で約1億5

千万位かかります。市役所の前から致道博物儲通り

と内川の改修を行い環境整備を行い、補助事業を導

入実施して、下水道に1億3千万、道路新設改良5

億6千万、組合運動公園メインスタンド2億4千万、

京田小学校改築、田川小学校体育館等事業計画を予

定通り実施致したいので宜敷くお願い申し上げます。

⊂虻ヱ＿JL亘二）

小池繁治君　　天神祭の仮装。

6月1日”3日絵画展を開催。

御出下さるよう。

今村　哲君　　天神祭、ロータリアンが大勢参

加。NHK宣伝下されたので。

佐藤英明君　　20日からサービス致しましたN

TTつるおかスポーツ情報テレ

ホンサービス、全国で初めて。

売上げの一部をスマイル。

23－1589

山口篤之助君　　3人目の孫誕生（女の子）

しビ　ジ　タ　ー」

鶴岡西R．C．　三浦正志君・菅原隼雄君

八幡慶二着

ロータリー用語便覧㈹

国際学生交換
地区またはクラブ

水準における国際

間の青少年（学生）交換のことで、

R．Ⅰ．理事会はその効果を高く評価し

声明を採択して奨励する方針をとっ

ている。ただし、この方針声明には、

注意すべき事項が多く含まれているので、国際学生

交換の実施にあたっては、その方針を充分に理解し

て、準備にかからなければならないとされている。

なお、この理事会の方針声明は『1975年版　手続要

覧』103～105貢に詳しい。日本では最近、合同各

地区交換委員長会議（主として東京で）が開かれ、

情報の交換、渡航手続きの集約化の努力がなされて

いる。また世界大会の一部としても、国際的規模で

の交換委員長会議が開かれている。

国際協議会
国際ロータリー運営上最も重要な

国際的会合で、国際ロータリーお

よび各加盟ロータリー．クラブの次年度の事業活動

を協力して協議計画し、ロータリー教育と管理上の

任務についての指導を行ない、参加者相互の親睦を

計るのを目的としている。毎年、国際大会直前に開

かれるが、参加を要請されるのは、国際ロータリー

会長・副会長・理事・会長ノミ二一・理事ノミ二一

・事務総長・財務長、ガバナ山・ノミニー、R．Ⅰ・と

B．Ⅰ．の次年度役員、国際ロータリー各委員会委員長、

その他理事会が必要と認め指定した者等である。

なお、毎年地区ガバナー・ノミニーが特別な研修

を受ける会議がこの「国際協議会」であり、したが

って全会期出席しなければその資格を失うことにな

る。ただし、正当な理由があると認められる場合に

は、R．Ⅰ．理事会はその出席を免除できる。

（今週の担当者　斎藤　昭）

細目．Jロー一夕リ　ークラフ糾こ′二　棚LJ：う4　6　9　ヰ、認［朋j34　b　27　253瑚亘
・i†椎fJ　純ト1」Hh局場町　相和筍1二会議再盲内　電↓請　0235121㌢7711

例会場　馳駆＝馬場町物種結　3階ホール　例会　R　如週火曜日　′ト後1230～1こう0

）
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四　つ　の　テ　ス　ト

⑳　真実かどうか？　　　　　　　㊤　好意と友情を深めるか？

①　みんなに公平か？　　　　　　①　みんなのためになるかどうか？

⊂会長報告）
川村徳男看

1．元当クラブの会員で、板垣俊次さんの養父の板

垣清治さんが6月1日死去されました。まことに

御愁傷様でこざいます。本日葬儀がございまして

私がクラブを代表して参列し、こ香典を差し上げ

てまいりました。

2．午前中に本年度最後の定例理事会が行なわれま

したが、特にこ報告申し上げることはございませ

ん。

3．クラブ資料委員会の編集による創立当初からの

入退会者の名簿を本日お渡ししてあります。26年

も経過しますと資料不足になってしまって、入退

会の年月まではどうにか調べましたが、日付につ

いては不明瞭のものが多いようです。お気づきの

方がありましたら、教えていただければありがた

いです。

4．次の例会までの行事

（1）ロータリー関係

6月9日の日曜日は鶴岡ロータリークラブの

創立26周年に当ります。本日はその記念例会と

いうことにいたしましたので、のちほど一言ご

あいさつを申し上げたいと思います。

前後しますが、今日は庄内分区の現及び次期

の会長・幹事の会合が湯野浜で行なわれます。

8日は、交換学生のオリエンテーションが寒

河と［で行なわれます。

また、来週火曜日はご案内のとおりクラブ協

議会を行ないますが、本年度最後のクラブ協議

会になりますので、外部拡大、クラブ資料及び

Ⅰ・G・Fの各特別委員会の委員長さんもぜひこ

出席下さるようお願い致します。なお、次年度

の方々は委員長さんが出られない場合は必ず代

理の委員が出席するようにして下さい。

（2）一般の行事

今日、4日からは歯の衛生週間です。私こと

ですが虫歯もなく全部自分の歯ですので、何で

もおいしく食べられるし、好き嫌いもないので

健康でこの一年間の任務に堪えられたのかも知

れません。両親ともに歯は艮かった方で、親に

感謝しております。

明5日は大山の犬まつりですし、世界環境デ

ー。7日は計量記念日。10日は時の記念日です。

（空事報告つ　迎田　稔署

○回覧

・ロータリー財団の寄付金について

・鹿児島西R．C会報

○地区大会のご案内

第273地区　宮崎



（j長スピーチ）

創　立　26　周　年　に　当　っ　て

創立26周年を迎えど同慶に存じます。

チャーターメンバーが2人居られますので、この

人達から創立当時のお話をお聞きするのもよいが、

私達白身、先人の記録の中からその偉業をじっくり

探ってみるのも、これからの我がクラブの発展の為

に意義深いものと思います。本日は会長の所感とい

うよりも、主として10周年記念誌の冒頭の部分にあ

ります、当時の高橋与一地区ガバナー及び特別代表

であった安斎徹バスト．ガバナーの序文、小花盛雄

初代会長のttクラブ創立前後の思い出．1、10周年記

念式典当時の石黒慶之助会長の挨拶、更には10周年

記念誌の嶺岸編集委員長の編集後記の中から話題を

ひろって、クラブ創立の情熱や活動の苦労やらを偲

びながらご紹介しようと思います。

創立から10年の間に入会されて、現在会員として

残っておられる方は20名居られますが、この方たち

は私がこれからお伝えしようとする10年誌の中の記

事については先刻ご承知のことですので聞き流して

頂きまして、本日はむしろ最近入会された方を対象

としてお話したいと思います。

ただ一つご勘弁願いますのは、時間の都合もあり

ますので、先程申し上げた方々のお話を引用します

のに、あちこち飛ばさなければなりませんのでど諒

承下さい。

先づ第一に、創立当時の苦労というものは並々の

ものではなかったように思われます。

安斎特別代表の序文の中にtt山形に創立されたの

は昭和25年であります。米沢にクラブを創立するの

に骨を折ったのでありますが、それがきっかけにな

ってぞくぞくとクラブができるようになった。重要

なのは庄内平野である。／」＼さな町々にさえもできる

のに（注．山形県内では、25年8月山形、32年6月

上山、33年2月山形西、同年4月天童、同年9月米

沢、34年4月村山の各クラブが認承されている。）

会　長　川　村　徳　男　君

大都市である酒田、鶴岡にできないのは遺憾である

ということから、真先に酒田に参り、皆様と研究し

たのでありますが、なかなか当時はど理解いただく

のが容易に進まなかった。そこで鶴岡に参り、幸い

私には至るところに教え子がいるのです。始めはロ

ータリークラブが何ものであるか理解をもっていた

だくのに骨を折ったのであります。ロータリーが今

日こそ理解をもたないのは非常識といってもよい時

代になってきましたが、当時はロータリーは何もの

であるか、それをわからせることも容易でなかった

のであります。創立当時3ケ月に亘っておじゃまい

たしましたIlということが書いてあります。

また、小花初代会長のあいさつの中には、t’何し

ろ山形県下で7番目のクラブとはいえ、荘内地方で

は勿論初めて、この封建性の強い城下町に、とかく

横文字、カタカナの多く飛び出す所謂バクくさい集

りは一体何者ぞ、という眼がいつも私達を取り囲ん

でおり、また一部の実力筋は会員拡大の運動に対し

て同様の意味で大きな障害となったこともありまし

た。その頃私達は漸くロータリーの真義を深く理解

し、この発展が地域社会には勿論、国家的にも、ま

た、最終的には全人類の幸福にもつながるものであ

るという信念に燃えていましたので、全世界のロー

タリアン50万同志の応援を得てもこの封建的な空気

を打破して、行手に立ちふさがる障害を乗り越えて

ゆかねばならぬと悲憤な覚悟をした一幕もあって、

今思い出しますと猪の向う破り的な未熟時代だった

と思います。この障害排除にはいろいろの努力をし

ました。対外的奉仕活動にも様々な困難が伴ってい

た訳ですが、先づ地域社会の人々にロータリーを理

解してもらうためには行動をもってすることが第－

と考え、地味な身近な事から入ってゆきましたl‥と

言っておられます。

そこで、何をしたかといいますと、鶴岡駅にロー



グリー傘を寄贈したり、思恩園老人ホームに金一封

を贈呈して慰問したり、岡山県の未知の孝行少年を

5年間も援助を続けた余目町廿六木の太田まり子さ

んを創立記念日の家族会の席上で顕彰したり、市内

の中学校に緑化と情操教育の一助にとポプラと桜の

苗木を寄贈したり、伊勢湾台風の被災者に金一封を

贈ったり、というような地域社会の共感を得るため

対外奉仕活動に精魂を込めたようです。

また、創立当時から国際奉仕には力を注いでいた

ようで、安斎特別代表の序の中に、tt鶴岡は鶴岡の

特色があって、今日おそらく地区のみならず東北全

体のロータリークラブ全部を総あげしても、今日の

このクラブは国内的よりも国際的になってきており

ます。このクラブのできた当時においては、一般か

らいうと、国際奉仕委員会などというと一体何をや

ったらよいのか、国際という言葉が理解できなかっ

たのであります。一番早く目をかけてこの国際奉仕

をもりたてていただいたのが、鶴岡クラブでありま

すけ、とあります。

創立当時、小花会長、張紹渕さん、三井徹さん、

今間杜太郎さん、斎藤栄作さんなどがかわるがわる

海外へ行かれて海外クラブとの友好を深められ、ま

た、早くから交換学生を派遣したり、受入れをした

ようで、嶺岸さんの編集後記によりますと、交換さ

れたバナーの数も、tt国外156クラブ、国内120ク

ラブゝ‥　とありますように、国外との交流が非常に

多かったようです。

また、安斎特別代表は、次のように述べておられ

ます。即ち、tt財団に対する熱意をみただけでもそ

のロータリークラブはどんな程度にロータリーを理

解して活動しているかがわかるのであります。関西

地方や東京地方では500％はおろか、1，000％を越

えるところも多くあります。東北地方になりますと

100％に達しないところが相当あります。200％の

クラブは良い方です。このクラブのような発展活動

の実践をみせていただきますと、有効に他に影響が

あると思いますI‥　と。更に、当時の石黒会長のあ

いさつの中には、t’元会長の張君がお骨折りいただ

き、お蔭で我がクラブも500％クラブで、地区内で

は一番のクラブになり、名誉をいただいておりますい

とあります。

最後になりますが、高橋ガバナーの序の中に、
tt初年度から今日まで各幹部の方々のど健在である

ということ、各ロータリークラブを見ておりますが、

誠に珍らしいことではないかと思います。私の地区

（注．当時は秋田、山形、福島の3県）でも他にな

いと考えます。先輩の方々が当クラブの発展のため

にご指導いただいたおかげで、すくすくと成長され

たと考えられます。また、地域社会におけるど活躍

特に当クラブは国際奉仕における国際理解の点にお

いて誠にめざましいご功績があった1‥　とあります

が、今、現在をみましても、歴代会長24人中現にメ

ンバーとして残っている方が15名で、物故者の7名

を除けば退会しておられる方は2名だけであります。

また、幹事にしても同じような状況でありまして、

会長・幹事の経験者の70％近くの人が現にメンバー

として残っておられ、更には、職務上やむなく転勤

退会された方は別として、退会者が非常に少なく、

経験豊かな方々が大勢残っておられ、クラブの発展

のために活躍しておられることは非常にすぼらしい

ことであり、tt誇り高いクラブ山として自他ともに

認められる所以であろうかと思う次第であります。

結びとしまして、安斎特別代表の、tt自分から年

をとったという気持ではロータリーの活動はできな

い。ロータリーは健康になる会合でありますゝlとい

うことばを紹介し、皆様のご健康を祈念して、26周

年記念の会長あいさつといたします。

〔委員会報告）

⊂嘉睦活動委員会）

会員誕生

張　　紹渕君．布施隆夫君

石黒慶之助君．松田貞夫君

佐藤英明看．高橋艮士君

高田耕助君



奥様誕生

斎藤美代子（隆）様

斎藤　　和（昭）桜

（出席委員室）

◎年間皆出席

16年間皆出席　　手塚林治君

14　　ク　　　　佐藤順治君

14　　〃　　　　市川輝雄君

11　〃　　　　飯白祐借着

9　　〃　　　　丹下誠四郎君

◎　5月100％出席　　55名

秋野．阿蘇．張．藤川．平出．早坂．布施．飯白

石井．石川．石黒．板垣（俊）．市川．飯野．川村

小池．今村．皆川．加藤（賢）．塚原．三井（賢）．

三井（健）．東岸．迎田．松田（貞）．松田（士）．中

江．中田．斎藤（隆）．佐藤（忠）．佐藤（順）．佐藤

（衛）．佐藤（友）．佐藤（元）．新穂．鈴木（善）．菅

原．鈴木（弥）．佐藤（英）．鈴木（茂）．佐々木．斎

藤（昭）．白坂．高橋．丹下．津田．手塚（林）．富

樫・高田・上野．若生．山口．吉野．関原．内山

声一夕ーアクト委員亘

鶴岡工業高校のクラブ員が9名になりました。

⊂互二 マ　イ　ル

吉野　勲君　　創立記念日に自家製品（紅白餅）

を使用していただきました。

石黒慶之助君　　川村会長さんが67才まで虫歯な

しとお聞きした事と、三井健さ

んの親睦委活動に敬意を表して。

川村徳男看　　創立26周年を無事迎える事が出

来ました。

（ビ　ジ　タ＿二」

余目R．C．　　佐藤孝二郎君

鶴岡西R．C．　菅原隼雄君・菅原幸雄君

三浦正志君

ロータリー用語便覧（2ゆ

世界各国の全ロー
国際ロータリー

グリー・クラブを

会員として組織された連合体で、略

称RI（RotaryInternational）

したがって、個々のロータリアンは

所属するクラブの会員ではあるが、

国際ロータリーの会員であるということではない。

国　際　大　会
全ロータリー・クラブの代表者を

招集し、連合体の業務の執行に当

たらせるとともに、国際的雰囲気の中でロータリー

の目的をよく理解させ、個人ロータリアンの奉仕の

機会について知識を広め、またや国の人々をよりよ

く理解するプログラムに参加させることを目的とし

て、毎年5月か6月に、理事会の決定した時と場所

において開催される。ただし、充分な理由のあると

きは、理事会はこれを変更することができる。なお

大会開催地は、「4年に1度は北米合衆国以外の地

が望ましい」とされていたが、1970年大会以後は、

「連続して2年を越えて同一国で開催してはならな

い」ことになった。

この国際大会では、加盟クラブの代議員が参集し

て国際ロータリーの役員を選挙し、また大会に正式

に提出された立法案を審議する。

（今週の担当者　忠鉢　　徹）

机岡ロー一夕リー【クラブ別、∫′二［朋134　6　9　承認　昭糾う4・（う　27　253池tメ二

車育上り＋串日．侶い、皇J場町　鶴岡商丁会議所内‘産話（）235し封）7711

例会場　鶴聞有掲揚町物産館　31帯ホール　例会　日　毎週火曜日　午後123（ト13。



≡塑艶匿三鶴周

㊤　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

〔会長報告〕

四　つ　の　テ　ス　ト

∈）好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

川村徳男署

1．先週の8日（土）にtt今後のR・A・Cについて懇

談日という主テーマで懇談会がありました。ご案

内のとおり、ローターアクト委員会とローターア

クトのOB会が主体ということでやりましたので、

現会員からは高橋会長ただ一人を招待し、OBか

ら7名、ロータリアン側が5名で、懇談するには

ちょうどよいぐらいの人員でした。

会議所の小野寺君が司会をしてくれまして、高

橋現会長から、総体として会員の数が少ない（8

名）ため、何かをやるにしても出席者が少なく、

何をやったちょいか活動の決定もなかなかできな

い。なとの悩みが話されましたが、人数と魅力の

ある集会、活動の悪循環があるようです。OBの

諸君からも大へん前向きの建設的な意見が活発に

出されましたし、幸い、R・A・C創立当時の幹事

として重要な役割を果された市川さんも出られて

貴重など意見を述べられ、今後のあり方に大へん

参考になったと思います。今現在、落ちこんでき

ているR・A・Cの健全な発展を期待するには、R

CのOB会の三者の連携による、たゆみない努力

が必要だと思います。懇談会には私ども現会長・

幹事も、また、ありがたいことに次年度の会長・

幹事も出席されました。とうか来年度も引き続き

R・A・Cをもりたてるよう会員の皆さまにもよろ

しくお願いを申し上げます。

2．先週の火曜日の例会が終りましてから、創立記

念日のお祝いのお餅とクラブ資料の年度別入退会

者名簿をお届けしながら、名誉会員のお二方のと

ころにごあいさつに伺ってまいりました。

3．次の例会までの行事

（1）ロータリー関係

本日は今年度最後のクラブ協議会があります

ので、よろしくお願い致します。

14日（金）はファイヤー．サイド．ミーティン

グが予定されていますが、後程石井委員長から

詳細のお話があります。

（2）一般の行事

今日は暦の上での入梅です。実際はもう先週

の土曜に、つゆ入り宣言がされております。

また、16日の日曜は父の日です。

どうか会員の皆さま健康には充分に気をつけ

て下さい。近ごろ50才代が危険な年令だという

ことを聞いたことがありますので、とくに50代

の若いお父さま方は、つゆどきの暴飲、寝不足

にはこ用心下さい。

（幹事報告＿＿）　迎田　稔看

○例会場変更のお知らせ

山形北R．C．オーヌマホテル5階

○年次大会のご案内

第263地区　高山市

○回覧→東京R．C．会報



⊂郵ピーチ＿＿＿〕

ロータリークラブとチャーターメンバー

津　田　晋　介　署

今から一年前のことです

が、創立総会でチャーター

メンバーだからスピーチを

やれと、こう言われたんで

すけれども、その、すっか

り忘れてしまったと言って

肩透かしをしました。その

時は何か一寸いい気持ちに

なりましたけれども、次第に日が経つにつれて、無

銭飲食をしたんじゃないかという気分になりまして

ね。これは何とかしなくちゃならないと、どうせろ

くなことは喋れないにしても、食い逃げということ

はないということで、プログラム委員に、丁度今日

が一周年、一年後ですので、少しこの前の支払いを

させて頂き度いと思います。ロ←グリーの創立の者

ですので、ロータリーの創立のことに関して、若干

話したいと思います。題は、ロータリークラブとチ

ャーターメンバーという題で、一寸お話します。

チャーターメンバーというのは、どういうふうに

皆さん解釈されているか。新しく入られた会員もい

ると思いますが、第一番目の意味は、チャーターメ

ンバーと言うのは、クラブ創立当時からの会員とい

うふうに解釈されています。それで間違いはないん

ですよ。それで間違いはないんですが、しかしそれ

だけではないんですね。第二の意味がある。第二の

意味というのはどういう意味かと言いますと、創立

当時からの会員ということは、即ちクラブを作った

会員なんです。ただ時期が創立当時からという、早

いというたけではなくて、クラブと言うのは会員が

無げれは出来ないのですから、創立当時からの会員

というのは、結局クラブを作った会員、それ以外の

会員は、入ってきた会員。そういう質的な違いもあ

るわけです。その他に、第三の意味としましては、

チャーターメンバ】というのは、これはチャーター

メンバーしかなれない。それ以外のメンバーは絶対

になれないんですね。会長とか幹事とか、これは誰

でもなろうと思えばなれるんです。ttガバナー一、だ

ってそうですね。誰だってなろうと思えばなれるん

です。チャーターメンバーだけは、これは絶対にチ

ャータ←メンバー以外の者は誰もなれない。こうい

う意味が本当のチャーターメンバーなのでこざいま

す。従って皆さんから、少しは敬意の目をもって見

られたいと、こう思うのでありますが、しかしそれ

と同時にですね、チャーターメンバーというのは、

言ってみれば悲しむべき存在なんです。何故かと言

いますと、クラブとチャーターメンバーの関係と言

いますのは、反比例の関係にある。もっと具体的に

言いますと、クラブが発展するにつれて、それに反

比例してチャークトーメンバーの数が少なくなってい

く。これが偽ちぎる現実でございます。現に鶴岡ク

ラブ創立20周年の時は6人、6名ですね。25周年に

なったら何名かと言うと、2名しかいなくなった0

従って線を引くとこういうことになる。すると、あ

と何年経てはですね、あまりはっきり書くと困りま

すが……。もう、あと僅かで消滅してしまうという

悲しい運命を、チャーターメンバーというのは担っ

ているわけでございます。従って、そういう意味に

おきましては、ひとつ憐憫の情をもってチャーター

メンバーを見て頂き度い……ということでございま

す。

ロータリークラブとチャーターメンバーという題

では、まあこれくらいにして、まだ時間が少しこざ

いますので、あとは雑談ということにさせて頂きます。

草柳大蔵という評論家がおります。皆さんこ存知

のことと思いますが。この草柳大蔵の本に「満鉄調

査部」という本があります。文芸春秋、文春文庫か

ら上下2巻で出ていますが、その上巻の方の初めの

方にこういう吉葉が書かれてあったんです。その

「満鉄調査部」というのは、ご存知のように南満州

鉄道㈱の調査部で、非常にレポートを沢山作成して

まあそういう点から調査機関だったんですが、その

「満鉄調査部」が沢山レポートを作りましたけれど

も、そのうちでも特に優れたレポートが有ったと、

そのレポートは何だか、というと中国抗戦力、支那



の抗戦力を調査したというレポートなんです。何人

か分担して、そのレポートをまとめて、それを満鉄

の理事会に提出し、理事全員がそれを読んで、これ

は素晴しいレポートだということで、これは満鉄の

内部に留めて置くのはもったいないと、これは陸軍

省なり、海軍省なりに提出すべきだ、というので、

それを何部か陸軍省なり、参謀本部なり、海軍省に

提出した。何か反応があるだろうかと思って満鉄で

はこう見ておったそうですが、全然反応が無かった

そうですね。陸軍省からも、海軍省からも。それで

満鉄の理事連中はがっかりしたというふうなことが

書いてあります。で、ここまでは草柳大蔵のその著

書に書いてあることです。これからは、それに基す

く私の感想なんですが、いったい何故満鉄の理事が

非常に感嘆した、敬服したそのレポートに対して、

陸軍省なり、参謀本部なりが関心を示さなかったか

ということの疑問なのです。陸軍省の将校とか、参

謀本部の連中は陸軍の軍人のエリート中のエリート

ですね。士官学校はだいたい500人位入学する。そ

のうちの一割が陸軍大学に入るわけです。その50人

の陸軍大学の卒業生のうちの一割、5名位が恩師の

軍刀をもらうわけですが、だいたい陸軍省や参謀本

部に勤務するのは、その恩師の軍刀組の将校が勤務

するわけです。だから彼等は結局頭は非常にいいわ

けなんですが、何故それではその満鉄の理事が非常

に感銘したレポートに対して何も反応を示さなかっ

たのか、という疑問でございます。三つの場合が考

えられます。第一番目は、読まなかった。読まなけ

れば、これはしょうがないですね。読んでも内容が

分らなかった。こんな事は有り得ないわけですね。

第三番目には、読んで内容が分ったけれども、敢え

て無視した。と、この三つの場合しか考えられない

ですね。二番目の場合は無いとすれば、第一と第三

の場合しかない。読まなかった、読んで内容は分っ

たけれとも無視したと。何故それではこの二つのこ

とが起ったのか。せっかく満鉄で提供してくれたこ

のレポートを、何故読まなかったのか。あるいは読

んで内容が分っても何故無視したのか、ということ

が非常に大きな問題だと思うんであります。一口で

言うならは、それは、私はtt高ぶり）、だと思うんで

す。tt騎り】ゝと言いますかね。それがこのような結

果になったと思うんであります。

あのレポートを見まして、草柳大蔵もちょっと書

いておるようですが、中国、支那の抗戦力というも

のは、決してあなどるべきものではないと、戦争を

始めたら、大変なことになるぞと、いうことがあの

レポートに書いてあったそうです。然るに、あの支

那事変が勃発させた陸軍は、まあ反対派もおりまし

たけれども、大勢は主戦派で、結局は3ケ月で降服

させるという見込みでやったわけですが、その3ケ

月が結局3年になり、4年になり、4年になったっ

て解決する見込みが全然立たなかった。即ち、泥沼

に入った誤りを犯したわけでございます。それとお

んなじ誤ちをアメリカも犯しているわけです。ベト

ナム戦争でそれを犯しているんです。当時アメリカ

というのは、世界第一の軍事大国です。ベトナムと

いうのは、ついこの間フランスから孝虫立したばかり

の、ちっちゃな国です。これは世界の誰もが、もう

アメリカが戦争を始めれば、ベトナムなともう1ケ

月か2ケ月だろうと、誰もが思ったと思うんです。

然るにどうだと言うと、10年、15年かかった。もう

15年かかっちゃって、もうアメリカでは物価があが

って、丁度支那事変が長引いて、日本の物価があが

ったのと同じように、物価があがる。いつになった

ら、それじゃ決まりがつくかという見通しが全然立

たない。同じような泥沼に落ち入ったわけです。

しかし、違う点が一点だけ有りますね。日本の場

合は、支那事変を止めよう、止めようと思いながら

これを全然止めさせられなかった。あの歴代の内閣

の第一の施政方針は、支那事変を解決し、神権を安

んじ、奉つるというのが、もう歴代内閣の第一だっ

たわけです。しかし全然戦争を、支那事変を止めさ

せられなかった。しかしアメリカは違っていました

ね。アメリカは、大統領の命令一下55万のアメリカ

軍を一挙に引揚げてしまった。こういう点がアメリ

カと日本の違いでありますけれども、見通しを誤っ

たという点については同じですね。日本も中国をあ

などって、3ケ月もあれば手をあげるんだ、という

見通し。アメリカはまたアメリカで、「なあに、ベ

トナムなんか2～3ケ月で手をあげるんだ」という

見通しでやった結果が、全部見通しが違ってきた。

こんなことを考えますとね、ヒットラーも見通し

を誤った。ソ連は3ケ月で降伏するぞというような

ことを内外に鮮明した。現に、日本で用事を終えた



ドイツのバイヤーが、満州からシベリアを通ってド

イツに帰ろうと思って、満州の国境に来た時に独ソ

戦争が始まった。本社に電報を打ったら、「ア一、

3ケ月待てよ。3ケ月待って満州でも見物しておれ

よ。そうしている内にソ連が手をあげるから。そし

たらシベリア鉄道でゆっくり帰ってこいよ」という

ような電報が来ているわけですね。しかし現実には

どうかと言うと、これも又皆さんど承知の通りでご

ざいます。そんな風に考えますと、どうもこの世の

中の指導者というものは、誤りぽっかりを犯して、

我々はその巻き添えを喰って苦しんできているんで

はないか。というような感じが致します。

もう一つ、これも草柳大蔵と、ある筑波大学の教

授の話をテレビで偶然に見たんですが、その中でこ

んなことを言っているんです。人間は25才と60才と

を較べると、へソから上は30％の体力減だと、へソ

から下は60％の体力減だということですね。そのへ

ソから下と言っても真申はどうかというと、その点

はちょっと分りませんが、それも含めてだとは思い

ますが、そういうことです。それは、ある開業医が

20年間かかって体力測定した結果出た結論だそうで

す。従ってそれを予防するにはどうしたらいいか、

というのが、その草柳大蔵と、筑波大学の古藤とい

う教享受でしたかな、古い藤と書くんですが、古藤教

享受の話し合いなんですが。そこで古藤教授が言うに

は、60近くなったらハーハーするような運動はして

はいかん。ハーハーですね。これはハーハーとはど

ういうことかと言うと、これは酸素の借金だと言う

んです。酸素が足りないから、ハ【ハーして酸素を

吸うんだそうですね。で、これはいけない。カータ
ー大統領が日本に来て、ジョギングをやったもんで

すから、たいてい皆んな老いも若きも真似をしてい

るようですが、若い人はいいんですが、60前後にな

りましたらジョギングは用心すべきだ。まあして惑

いとは言っていませんけれども。ハーハーなるよう

な状態でしてはいけない。と、こんなことを言って

います。で、とうすれば艮いかと言うと、結局歩く

のが一番いいんだということです。何故歩くのがい

いのかと言うと、人間の筋肉には赤い筋肉と、白い

筋肉とがあるそうですね。私もそれは初めて聞きま

したが、白い筋肉というのは、瞬間的に力を出すよ

うな場合に作用される筋肉で、相撲とか、ボクシ∵／

グとか。赤い筋肉とはそうでなくて、ゆるやかな運

動をする時に使う筋肉だということです。それで我

我60前後になりましたら赤い筋肉を使えと。赤い筋

肉を使うと何故いいかと言いますと、人間の身体の　、－

中には動脈、静脈があって、その動脈、静脈の長さ

は9万8千キロあると言うのです。これはとうもお

かしいと思いましたけれとも、全部つなげると9万

8千キロあるということです。健康な状態を保つ為

には、静動脈とも、両方の動脈、静脈を正常に作用

させることが必要です。その為に、その赤い筋肉を

使う。急激な運動ではなく、ゆるやかな運動の為に

作用する赤い筋肉を使えは、静脈も動脈も機能が正

常になると、こういうことでこざいます。私もそれ

を聞きまして、今迄毎朝歩いておるんですが、その

ウォーキングという風に草柳大蔵さん言ってました

けども、そのウォーキングというのは、これからも

ずっと続けなければいかんなあ、としみじみ感じた

次第です。

まだ少し時間がありますけれとも、この辺で失礼

致します。

Fマ　イ　ル）
松田貞夫君　　出席委員会の本年度目標100％

出席を6月4日の例会日に達成

出来ました。

川村徳男君　　上記についてど協力有難うござ

いました。

藤川享胤君　　当方での70年ぶりの授戒が無事

に行われました。

松田士郎君　　6月2日商工会議所主催の完走

マラソンには多大のご協力をい

ただきました。

布施隆夫君　　ロータリー会員200番目のよい

男だそうです。

若生恒吉君　　ローターアクト委員会の主催す

べき会合に仕事の都合で欠席し

ましたので。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C．　井上　　彬君・佐藤　　拡君

菅原隼雄君．鈴木昭吾君

八幡慶二君

（今週の担当者　手塚　　拓）
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㊨　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

⊂会長報告）

四　つ　の　テ　ス　ト

㊥　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

川村徳男看

1．先週の例会でつい口をすべらせて布施隆夫さん

がちょうど200人目の入会者だと申しましたとこ

ろ、早速スマイルを噴きました。津田さんは去年

の創立記念例会の日のスピーチを逃げたのを無銭

飲食をして借りをつくったようだと云われました

が、私もなにか恐喝でもしたようで気がひけてお

ります。会員増強の秋野委員長さんも同意してく

れましたし、布施さんの入会当時の会長、内山さ

んの同意もいただいて、ささやかですが200人目

の入会の記念品を差し上げることにしました。ど

うぞ皆さん、拍手をもって祝福して上げて下さい。

どうもおめでとうございました。

2．14日のファイアー．サイド．ミーティングには

新入会員の方大勢出席し、熱心に勉強されまして

ご苦労さまでした。また、リーダーの石黒P・G、

特別参加のサブリーダーとして張さん、それに企

画と司会進行の石井委員長さん、皆さんお忙しい

中を貴重など発表を頂き、充実したミーティング

にして頂きましたことを感謝申し上げます。

3．本日持ち廻りの理事会で、職業分類表の一部を

次のように変更することを承認されました。

絹製品加工→合成繊維販売

4．現年度の委員長さん方に申し上げます。前に文

書で差し上げましたが、活動報告書を6月30日ま

でとしてありますので、よろしくお願い申し上げ

ます。既に提出された方もありますが、ありがと

うございます。

5．次の例会までの行事

（1）ロータリー関係

来週の例会は本年度最後で、バイキングにし

ますので、会場を商工会議所5階に変更します。

時間の変更はありません。

あさっての20日は今年度最後の教育110番で

す。関係の方々よろしくお願い申し上げます。

21日（金）は地区のインターアクト顧問教師連

絡協議会が米沢の小野川温泉で行なわれます。

（2）一般の行事

今日、6月18日は海外移住の日です。世界的

にみると移民の歴史は古く、15・16世紀頃から

始まっている。16世紀にスペイン、ポルトガル

から新大陸アメリカに10万人以上、17世紀にフ

ランスからカナダへ7万人、18世紀から19世紀

にかけてイギリスでは植民地主義と産業改命の

進展を背景に600万人以上が海外に移住した。

主な送出国はヨーロッパではイギリス、ドイツ、

イタリア、ポーランド。アジァでは日本、中国、

インドなどで、受入国はカナダ、アメリカ、ブ

ラジル、アルゼンチン、オーストラリア、ニュ

・三宝宇‥∴



－ジーランドである。日本の移民は、明治1年

に請負業者の仲介でハワイに渡った150人の労

働者が公的な移民の最初のようです。政府が関

与したのはそれから18年後で、今年が移民100

年ということです。昨日の昼前に車の中でラジ

オを聞いていましたら、ハワイの日本人移民が

歌ったという哀詞みなぎる節まわしの歌が披露

されていました。『ハワイ、ハワイと来てみた

が、流す涙は黍の中』というのです。黍という

のは砂糖きびだそうです。そして、『ゴーへィ、

ゴーへイ』という掛け声が最後に入るのですが、

『五兵衛』という人の名前ではなくて、『ゴー』

は働らげ、働らげの意味、『へイ』はオイコラ

という呼びかけだそうです。明治の初め、日本

はまだ四等国、五等国としても認められていた

かどうかの頃だろうと思いますが、現地人の親

方に、人間らしい扱いもされずにこき使われて

いたのでしょう。今では、移民は商品や資本の

（：亘を亘互±二）
刀

和やかな例会にお招きあ

づかり有り難く存じます。

よく存じ上げている方ばか

りで、こと改めて御話し申

し上げることとてもありま

せんが、短時間スピーチを

して御免蒙ります。

今、致道博物館で徳川四天王展を催しております。

酒井・柳原・伊井・本多、柳原さん、本多さんは奥

様が私の家内と同級などいうことでおつきあいして

おります。そんな御縁もあって今回各家から貴重な

御品を拝借致しました。名刀も幾振りか、その中で

この間新聞の話題になりましたのが「袖の雪」とい

う太刀。備前国長船住助次という銘で、別名が「袖

の

国際間移動と並んで重要な国際社会の動きであ

るため、各国はそれぞれ諸法規を設け、国際間

の条約を結んで移民の保護と規制に当っている

ようです。

21日は夏至です。23日はオリンピックデー、

沖縄慰霊の日です。

ぐ‾南事報告）
秋野　忠副幹事

○例会時間、場所変更のお知らせ

・温海R．C．会長幹事、慰労会並親睦会

1．日　時　　6月24日（月）午後6時点鐘

2．場　所　　滝の屋旅館

3．登録料　　2，500円

・鶴岡西R．C．最終例会の為

1．日　時　　6月28日（金）午後6時点鐘

2．場　所　　竹屋ホテル（湯野浜温泉）

3．登録料　　6，000円

話

酒　井　忠　明　氏

の雪」一袖についた雪のように払えばすぐ落ちる一

刀の鋭利さをいったものです。ttかどつるべ．、水も

とまらぬ…こんな名の太刀もありましたが、昔の人

はうまい名を考え出すものです。

さて、その「袖の雪」は天正3年長篠の戦の時、

鳶ケ巣山を酒井忠次が攻め落しましたが、そこを守

っていた武田信玄の弟武田兵庫頭信実が討死致しま

した。その時信実が指していた太刀が、この「袖の

雪」。それがまわり廻って酒井家の所蔵となったも

の。これを展示致しましたが、真夜中の12時半とい

うと非常ベルが鳴り出す。12時半というと信実が討
ネ　　ゲコク

死した子の下刻という時間です。ベルが鳴るので行

ってみると別に異常なし。いろいろ調べてもべ／レに

故障があるわけでなし。結論から申しますと、どう



も信実の怨霊が出るのではないか。実はこの前の展

示の時も、信長から忠次が拝領の真光の太刀と並べ

て飾った。つまり敵方の信長ゆかりの太刀と並べら

れて信実の怨霊が現わる？　それじゃ夜にその太刀

を鞘に納めて保管庫にしまってみようと、その夜し

まったのです。そしたらその夜はベルが鳴らなかっ

た・‥。今回、四天王展は「袖の雪」の信実からいえ

ば、あたりは皆うらみ深き徳川勢の、しかも代表的

四天王の品はかり。信実の怨霊が出る…とうもそう

かもしれないということになり、お複いをしました。

それに霊気術をやる人ですネ…。とにかく霊気を感

じるという人が来て見てもらうと、袖の雪からひど

く何か感じるというのですネ。その人からも怨霊を

追い出してもらいまして、その後はまあまあベルも

鳴らずに平穏であります。刀に怨霊がやどる…人を

斬った刀にそういうことがあるとすれば、私の所蔵

の備前の元重なとという刀も人を斬った刀。これは

別名「見返り元重」という。或る人がこの刀をもっ

て人を斬った。そしたらその斬られた男ふり返った

時に体が半分に割れたという刀です。これも鋭利さ

をいったものですが、こんな刀にだって怨霊がつき

まといそうなものですか、別に変ったこともありま

せん。怨霊ではありませんが、村正の刀は徳川家に

たたるといわれました。家康の祖父清廉が森山の陣

で安倍弥七郎が父大蔵が沫せられたと誤解して一打

ちに切り倒した刀が村正。家康の父広忠が　代の臣

岩松八弥が狂気して刺した。これはねらい違っても

もに傷を負っただけでしたが、この刀も村正。さら

に問題の家康の息子岡崎三郎信康が信長からの嫌疑

で自刃させられる。その介錯をした天方山城守の刀

が村正。また家康自身も関ケ原の戦いのあと織田有

楽の功名の槍を見る時、あやまって手に傷つけた。

その槍も村正と、以来村正は徳川家にたたるとして

徳川方では村正の刀を嫌いました。その反対に、国

光などというと、大変めでたい縁起のいい刀として

たとえは将軍家に世子が生れたなどとなると、流士

名競って国光の短刀とか刀を献上した。ところが、

そう沢山国光などいい刀があるわけでありませんか

ら、無銘のものに国光と銘して献上したりした。こ

れは案ずるに、一つの形式儀礼だったわけで、真偽

のほどは別問題ということです。戦の功によって正

宗の刀を賜る。そういう一つの辞令が大事、名誉な

わけです。

今回、四天王展で展示されています、忠次が家康

にもらったという信房という太刀、これは平安末期

頃の太刀ですが、実にスマートな姿をしております。

それと対比して、同じく忠次が信長にもらった真光

という太刀は鎌倉中期の太刀で、これは豪状の趣。

いわば鎌倉武士のおもかげを伝えるような豪状な姿

をしております。刀はその時代、時代によって特色

があり、刀の姿、形を見て第一この時代の鑑定をす

ることが大事な刀の見所であります。

現代も全国で200人以上の刀匠が居ります。毎年

新作発表が行われておりますが、羽黒山玉川住の上

林恒平という若い優秀な刀匠が居ります。故人にな

った信州の人間国宝高入昭平の弟子ですが、ここ何

年か毎年恒平の新作刀が文化庁長官賞を受けたり、

優秀な成績をつつけております。

四天王展の「袖の雪」から刀の話を申し上げまし

たが、問題の「袖の雪」を御覧かたがた四天王展も

是非御鑑賞願います。

⊂互三二互コ亡）

吉野　　勲君　　二人目の孫が誕生しましたので。

佐藤　　昇君　　娘が昨日結婚しまして。

津田晋介君　　娘が先日巌岸さんの仲人で結婚

しまして。

嶺岸光吉君　　津田家の御結婚の仲人をさせて

もらいましたので。

山口篤之助君　　先日出席委員会の方で100％出

席を達成しましたので担当委員



長として。

秋野　　忠君　　幹事の練習をさせてもらって。

張　　紹渕君　　津田家御結婚式に出席させてい

ただいて。

⊂亘二互二互≡⊃

温海R．C．　　渡部晃雄君

鶴岡西R．C．　中村　　紘君

ロータリー用語便覧拙

会員選考委員会
推薦された会員候

補者については、

すべてその人格、職業上および社会

的地位、さらに一般的な適性が徹底

的に調査される。その上で推薦に対

する委員会の決定は理事会に報告さ

れる。しかし、定款に記されている会員としての資

格の必要な条件、また地域社会における有力者

家業や専門職業の最高責当者のみが必ずしもロータ

リー・クラブ会員になれる充分な条件でないことな

どの点はつねに考慮される。

会員増強委員会
クラブの新会員推薦を行なう委員

会。候補者の推薦は個々の会員に

よっても行なわれるべきものとされているが、この

委員会は会員の推薦・補充のため、未補充職業分類

表をたえず検討し、適当な人物の氏名を理事会に推

薦するよう積極的な行動が要求される。その際には

職業分類に依るだけでなく、居住所を規準にした有

資格者についても考慮されることになっている。

職業分類委員会
この委員会は、毎年8月31日まで

のできるだけ早い時期に、その地

域社会の職業分類を調査し、それにもとづいて充填

・未充填職業分類表を作成し、必要に応じては現存

職業分類をも再検討、職業分類に関するすべての問

題について理事会と協議する。

職業分類委員会には、国際ロータリー職業分類指

針の備えつけが必要とされている。

また会員は、ロータリーにおける職業分類の原則

についても、充分な基礎知識をもつことが求められ

ている。

この委員会は、新会員および将来
情報委員会

入会見込みのある人々を対象に、

ロータリー・クラブの特典・義務等を知らせたり、

一般の会員にロータリーの歴史・綱領・活動とその

範囲、国際ロータリーの管理方法の推移などについ

て知らせることを任務とする。

会員間の親睦と友好を増進し、用
親睦活動委員会

意されたロータリーのレクリエー

ションおよび社会的諸活動への参加を会員に奨励し、

クラブの一般目的遂行のために会長または理事会の

委託する任務を果たす。なお、この委員会だけでは

解決できないクラブ内の親睦の問題については、関

係委員会の委員長全部に集まってもらい、解決のた

めの合同活動計画の要綱を考えるようにすべきであ

ろう。

ロータリー情報　この委員会は、次の計画を立てて

委員会　　　　実施しなければならない。①会員、

新会員、候補者に、ロータリー・クラブの特典と責

務についての知識と情報を提供する、㊥会員に、ロ

ータリーの歴史、綱領（原理・原則）、規模、活動

についての情報を与えるとともに、④国際ロ▼グリ

ーの管理動向についての適確な情報を与えるような

対策を立てて、これを実施する。この仕事は基本的

なものなので、その実施には、プログラムおよび親

睦活動両委員会の仕事との密接な調整が必要とされ

る。

（今週の担当者　阿蘇司朗）
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㊤　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

）

四　つ　の　テ　ス　ト

㊥　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

（会長報告）　川村徳男君

1．20日の本年度最後の教育110番には、県の教育

110番から元鶴岡第5小の校長をされた加藤さん

も視察に来られました。相談件数も3件あり、ま

ずまずでした。ロータリアンのカウンセラー運営

委員、事務局の方など入れ代り13名もの方々が都

合をつけて出て頂きましてありがとうございまし

た。

2．6月30日までの行事（これまでですと、次の例

会までの行事、と申し上げましたが、私の任期も

今月末日で終りですので）

（1）ロータリー関係

予定されるロークリ→行事は、本日のIGF

の反省会と27日の臨時の理事会ですが、何れも

夜のお勤めですし、おいしい酒になるでしょう。

（2）一般の行事

今日25日は救らいの目です。今でいうハンセ

ン氏病のことのようですが、私のこどものころ

は、療病というと皮膚がただれて毛が抜けたり

肉が腐ったりする伝染病として恐れられたもの

でした。

28日は貿易記念日です。舶来品というと高級

品の代名詞のように使われた時代もありました

が、今では舶来品という言葉すら聞かれなくな

りました。

退　任　の

「見つけよう奉仕の新生血」ではじまったカルロ

スの年度も早や終ろうとしております。私ともは、

〔幹事報告つ　秋野忠副締
○例会時間・場所変更のお知らせ

・立川R．C．　6月27日　午後7時

庄内ドライブイン

登録料　4，000円
・八幡R．C．　従来土曜日を7月より金曜日に変

更致します。
7月5日（金）午後6時

舞鶴荘（八森自然公園内）

登録料　3．000円

0回覧→鶴岡西R．C．会報

国際ロータリー日本支局移転のお知らせ

生活創造福祉の開催ご案内について

〔李員会報告）
○インターアクト委員会　　　佐々木滋彦君

国際ロータリー第253地区インターアクト顧問教

師連絡協議会が6月21日行われましたのでご報告致

します。顧問懇談会は1昨年行われ、私が関係して

から今回2度目であります。幸い2度共出席させて

いただきました。色々問題はありましたが、会員が

徐々に増えつつある報告がありました。また60年度

インターアクト年次大会が勿来市で開催されます。

ロータリアンの多数の出席をもとめられていますの

で、よろしくお願い申し上げます。

ご　挨　拶

会長　川　村　徳　男　署

この一年、奉仕の新生面をみつけ、これを行動に移

して、鶴岡R・Cの歴史に新しい一頁を加えてまいり



ました。

毎年、12月の暮れになる

と今年の十大ニュースとい

うものが出されます。私も
この1年のクラブの活動を

十大ニュースという形で振

り返ってみたいと思います。

ただ、私は、各委員会が

知恵をしぼって一所懸命や

って頂いたことを、これは

大事、これはあまり大事でない、などと決めつける
ことは出来ません。そしてまた、私自身欲はりです

から、一一年の活動をできるだけ多く拾って、時には

大きく分け、ものによっては小分けにして、ともか

く10にまとめてみたいと思います。しかし、若しも

この中に洩れたものがありましたら、私の迂潤によ

るものとご容赦いただきたいと思います。

また、ニュースの大小の順序はありませんが、今

年度の当初に私は基本構想として、親睦と青少年の

健全育成を二つの柱としたいきさつがありますので
これから入ってみたいと思います。

第一のニュースは親睦活動ですが、

（1）黒川能鑑賞家族会は本場所での鑑賞というこ
ともあって、41名という大勢の参加があり、

（2）春の家族会は松山町、土門記念館など初めて
の見学の方が多く、良い思い出になったようで

した。

（3）クリスマス家族会は、136名というかつてな

い多くの参加者を得ましたし、

（4）たら什例会は遠くから作田、中田の両P・Gご

夫妻、斎藤Gをご招待し、恒例の会員持ち寄り
によるオークションもあって、お客様たちは大

へん印象深かったど様子で、作田P・Gは、あの

世への良いおみやげ話ができたと感謝しておら
れました。

（5）鹿児島西R・Cとの盟約20周年は、ちょうど外

国からのお客様の訪問とかとあった為に、こち

らから訪問することができませんでしたが、お

互に名産の菓子を贈り、贈られて記念事業とし
ました。

以上のように親睦については、家族くるみの親睦

活動や、外部への友情の輪を広げたり、或いは友好
の絆を強めるなど、特筆すべき奉仕活動が活発に行

なわれ、大きな成果を収めたものと思います。

第二のニュースは、青少年の健全育成の奉仕活動
ですが、

（1）教育110番は内部の意思統一、外部の協力が

あったれはこそできたものです。特に、商工会

議所のご好意、鶴岡電報電話局のご援助、NH
K、YTS、荘内日報など会員及びその他の中

央各紙などマスコミのど協力、更には鶴岡市、

特に市報担当部門、教育委員会当局、或は外部
のカウンセラ1の方々の献身的など協力など、

地域各層の幅広い支持を受けられたということ

は大へん有難いことでした。これも、一つには

教育110番そのものが時宜に適したものであっ

たこと。二つにはクラブの内部が一丸となって

奉仕の熱意に燃えたお蔭であると思います。何
しろロー∵グリークラブとしては全国でも前例の

ない初めての活動ですし、あまりにも大きなプ
ロジェクトであったし、また、地域の期待も大

きく8三日の的でしたので、果してうまくゆくか

全く不安でした。それが公式訪問に際して斎藤
Gが「光り輝いている」と言われるほどの立派

な事業として圧目されたのであります。最近、

県教委でも教育110番を初めたようですが、我
が鶴岡R・Cが口火を切り、それが引き金になっ

たであろうことは充分想像ができます。その意

味で、行政でとりあげるに至ったということで

我々の奉仕活動は半ば目的を達したといえます。
県教委でとりあげた直後の荘内日報に、県のみ
に依存せず、市町村もとりあげるべきだという

趣旨の社説が掲載してありましたが、我がクラ
ブのこの活動を、いつ、どんな形で他に移管す

るかは今後の課題であると思います。

（2）トA・Cとの懇談は、残念ながら鶴工の方が

都合で出席されませんで、充分な話し合いがで
きませんでした。予想したような強化には至ら

ず、力の不足を痛感します。
（3）R・A・CはOB会が音頭をとってやってくれ

まして、建設的な示唆が得られたことは、今後
の拡大強化に多大の参考になりました。

（4）鶴岡高専の栗田光一君の卒業に際し、在学中

Ⅰ・A・Cに貢献した功績をたたえて青年功績賞

を授与しました。

第三のニュースは国際奉仕です。

海外との交流・交歓が多く行なわれ、特に国際親
睦には当初は予想もしなかった華々しい展開があっ

たことは、大きな収穫でした。

（1）5月7日の例会に、姉妹クラブであるニュー

ブランズウィックR・Cからハインライン博士ご

夫妻が、マチドクラブであるストークエルR・C

からリンゼ氏が来訪され、スピーチをいただき

改めて親交を深めました。
（2）交換学生の派遣については、前年度派遣の新

穂恵さんが一年の留学を終えて人間的にも大き
く成長して帰国し、次年度には伊藤久美さんの
アメリカ留学が決定しました。

（3）受入れでは、同じく次年度に英領バミューダ

からジュリー・エリザベス嬢が決まりました。

特筆すべきことは鶴岡南高校が大英断をもって

初の受入れを決定していただいたことで、私ど
も大きな感激を覚えるとともに、将来の交換学
生の受入れに明るく好ましい影響を持つものと

期待されます。

（4）交換学生で行って来られた人達を囲む座談会

が、初の試みで行なわれ、学生側5人が出席し

て、体験談があり、今後の派遣に多くの貴重な

J



）

教訓が得られました。
（5）クリスマス家族会の席上、緊急動議があって

慈善鍋ならぬ寵が廻されて、参加の皆さんから
アフリカの飢餓を救う募金が行なわれ、その場
でNHKに寄託しました。

（6）石黒P・Gの訪台を機会に、台中港区R・Cに親

善のメッセージの伝達をお願いして友好を深め
ました。なお、盟約10周年の記念に訪問して慶

祝の意を表わす計画を進めましたが、途中で挫

折したことは大へん残念なことであり、先方に

対してはまことに申し訳のないことでした。

（7）その他としては、

①　わがクラブが創立当初から活動し、また、

市とも協力して交流を図ってきた積み重ねの

結果として昨年8月、姉妹都市N・B市のリン
チ市長一行の鶴岡市訪問があったこと、

㊤　市の企画による青少年親善使節団のN・B市

訪問に際して同市のロータリークラブにメッ
セージを依託し、使節団の一員の小池志保さ

んの帰朝報告が例会で行なわれたこと、

④　前年度、ヨーロッパ演奏旅行に出発した土

曜会混声合唱団が多くの成果を収めてたくま
しく成長して帰ってきたこと、

④　N・Bロークリ1クラブに会員から拠出して

戴いたカレンダーを送ったこと、

など、数々の奉仕活動が行なわれ、国際奉仕に

大きな前進をした年でした。

第四のニュースは社会奉仕活動ですが、

（1）4月19日早朝の赤川土手の清掃奉仕は僅か3

目前のクラブ協議会の懇親会でにわかに決まっ

たのでしたが、それにも拘らずあれだけ大勢の

参加をいただいたということは、我がクラブが
いつ、いかなる緊急時にも対応できる意思の結

集の土台ができている証拠で、高く評価される
ものと思います。

（2）歳末の助け合い事業は、地元、民間の奉仕活

動に目を向けて援助をしたことは、従前と違っ

た活動として挙げなければなりません。

第五のニュースは職業奉仕における本年度の特色
ですが、

（1）毎月の最終例会に四つのテストを唱和し、

（2）会報委員会の協力もあって会報の冒頭に四つ
のテストを掲載したこと、

以上のように、会員の職業奉仕の心の糧として貢

献したことも任目される活動でした。
舞六のニュースは例会の設営、運営に変化をもた

せた努力と功績は非常に大きいものがあります。そ

れは、S・A・A、出席委、プログラム萎、親睦活動

委、その他関係委員会と会員の皆さんの協力の結合
であったと思います。

（1）バイキング料理は新しい試みとして好評でし

た。

（2）毎月第一例会には長期皆出席者の席を設け、

花を飾って祝福しました。

（3）スマイルの時間もユーモアに笑いをさそうひ

とときとして定着し、

（4）出席率については、委員会をはじめ皆さんの

努力にも拘わらず目標には及びませんでしたが、

創立記念例会の100％出席はヒットでした。

（5）点鐘前のB・G・Mに民謡や演歌のカラオケを

流すなど、会場の空気を和やかにする工夫がこ

らされました。

（6）我田引水になりますが、会長報告に一般の行

事を入れてお話しましたところ、忘れかけてい
た季節の行事や地域の催しなどを思い出して良

かったと多くの方からおはめの言葉をいただい

たことは、嬉しいことでした。

第七のニュースは会報です。

「何でも放談」の項を設け、会員の職場を訪問し
てインタビュ1をしたり、イラストを載せるなどし

て、面白く読んでもらえる会報をめざして編集に苦

心のあとが歴然として異色のものでした。しかし、

残念ながら予算の関係もあって、会報委員会の前向
きの意欲を充分満たすに至らなかったことは申し訳
なく思います。

第八のニュースは会員増強です。

当初の目標5名には僅かに及びませんでしたが、
この時期に実質3名の増員は成功だったと思います。

ただ、残念なのは、会員の森田清治さんを病魔のた

めに亡なったことであります。また、元会員の白井

重磨氏、板垣清治氏につきましても哀惜に堪えませ
ん。とともにど冥福をお祈り申し上げます。

第九のニュースは庄内分区のトG・Fです。
これまでにない最高の参加者があって、会場の選

定や設営に苦労されましたが、実行面では色々の創

意や新しい企画が繰り込まれて、立派にホスト役を
果しました。

第十のニュースは懸案事項の処理です。
（1）大切なクラブ資料の散逸を防ぎ、利用の便を

図るため整理・保存の基準を定めました。
（2）外部拡大については、大方の会員の時期尚早

という意見によって、当分見送ることに決定さ

れましたが、国際ロータリ1や地区の方針、そ

れに地域の情勢などからみて、いずれ再考すべ

き時期も遠くはないのではないかと思われます。

（3）創立以来の会員の氏名や入退会の時期などは

年月の経過によってわからなくなるおそれがあ

るので、年度ごとの入退会者名簿を作成して、

26周年記念例会に配布しました。

以上で10のニュースを申し上げましたが、もう一

つ付け加えたいことがございます。しかし、これを

加えると11になってしまい、十大ニュースとはいえ

ませんので、十ダッシュということでお聞き頂きた

いと思います。

それは、11月30日に鶴岡R・Cの会長として一日警

察署長を委嘱されたことです。鶴岡警察署の幹部の

朝礼に出て訓示し、日夜治安に努めている労苦に感

謝申し上げるとともに、特に、次の時代を担う青少



年の健全な育成のため、私どもロークリ¶も奉仕活

動をしているが、非行の事前防止に一層の努力をし
ていただきたい、とお願いをしてまいりました。こ

のことは、荘内日報で大きく取り上げていただき、

鶴岡R・CのP・Rになりましたことを感謝申し上げます。

以上、一年間の活動をふり返ってみましたが、中

には努力の甲斐もなく所期の成果があがらなかった

ものもあるものの、総体的には当初の構想・計画以

上のものが実現され、豊かな年度、実りの多い年度
でありました。

これは、鶴岡R・Cの26年という歴史の中で、先輩

の方々が培ってきた豊かな土壌と、蒔かれた種子が

あって、たまたま私の年度にそれが芽をふき、花を

咲かせ、実を結んだということだと思います。私は
ちょうど勝ちム¶ドにのっている野球のピッチャー

幹　事　退

最初に、歯科医師会の会議のために、最後の例会
を欠席し、退任の挨拶を代読していただくことをお

許し願います。この一年間皆様には何かとお世話に
なり有難う御座いました。

私は川村会長さんにお願いし幹事役をやらせても
らったのですが、生来の呑気さと、仕事の忙しさに
かまけて、会長さんにはさぞかし歯がゆい思いを度

度なさったことでしょう。幹事の仕事の何割かを会

長さん、そして事務局の山下さんにやっていただい
て、何とか一年を過ごすことが出来て幸せだったと

のように、老巧な技と若い力を併せもつバックスを

信頼し、助けられて、担々と投球してきた、そんな
心境でございます。

私は、これまでの生涯で折にふれて「自分は運の

良い男」と思ってまいりましたが、この一年のうち
にも何人かの会員に「良いときに会長になった」と

祝福されてきました。
この年度に会長にしていただいたことは大へんな

幸運でしたし、良い経験をさせていただきました。
得難い財産をふやした、という気持で、満足感、充
実感が、今ひしひしと胸にせまってまいります。

会員の皆さん、各委員長のみなさん、理事会のみ
なさん、幹事の迎田さん、事務局の山下さん、この
一年間のど協力、ほんとうにありがとうございまし

た。

任　挨　拶

迎　田　　　　稔　看

感じています。
この一年の間に学んだ人と人とのつながりを大切

に、これからのロータリー生活をより有意議なもの

にしていきたいと思います。

そしてプログラム委員長の佐藤陸男君には、毎回
の例会作りについて大変お世話になりました。深く

感謝すると共に、次の佐藤会長さん、秋野幹事さん
に対しての絶大なる御協力をお願いして退任の挨拶

とします。

有難うございました。

会長・幹事さんを塙うことば

今日の例会が本年度最終例会になるわけでござい
ますが、会長さん、幹事さん、短かいようで長かっ
た1年間ではなかろうかと考えられます。1年間ほ

んとうにご苦労様でした。

会長さんは歴代会長さんにみられなかったロータ

リーの行事報告は当然ながら、しかも1年間カレン

ダーの行事の報告と色々気をくぼられた会長さんで

はなかったかと考えております。また今年度夕一ゲ

嶺　岸　光　吉　君

ットー「見つけよう奉仕の新生面」－このターゲッ

トに基づいて各委員会が充分奉仕活動をしてくれま

した。特に青少年委員会では教育110番を開設され、

地域社会に大きく貢献されたものと思います。
ほんとうに1年間、会長さん、幹事さん、御苦労

様でした。会員の皆さんと共に絶大な拍手で聴いた
いと思います。

LLヱ」＿＿＿＿＿＿＿生〕

塚原初男君　　米国研修時のアドバイザーDr
Theodore T．KOZLOWSKI

教授を筑波万博へ案内できたの
で

三井　　健君　　二人目の孫が誕生しましたので

津田晋介君　先々週スピーチしましたが、原
稿もありませんでしたが立派に
出きておりましたので

川村徳男君　　会長退任について
佐々木霊彦君　　私が提言した教育110番たいへ

んおはめいただいたので

（今週の担当者　斎藤　　昭）
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