
第28期鶴岡ロータリークラブ会長就任挨拶

会長就任に当りまして、

一言ご挨拶申し上げます。

円高ドル安が続く国内経

済不況の兆しの中に、又、

衆参両議員同時選挙運動の

最中に1986一一87年の新年

度を迎えました。本日7月

1日より来年6月禾迄の一

年間、歴史と伝統のある当クラブの28代目会長を仰

せつかり、奉仕の機会を与えられ、その責任の重大

さに身の引き締まる思いで一杯でございます。

私は、皆様ご承知の通り、何の趣味も持たず、又

学もありません。この大役が果たせるかが心配でご

ざいますが、折角の機会ですので、幹事さん始め理

事、会員の皆様方と事務局より温い友情とご指導を

いただきながら精一杯努力致しますので、何卒ご協

力の程お願い申し上げます。

今日7月1日が第1回例会ですので、最終例会は

早く終るだろうと思い、ロータリー手帳の暦を見ま

したら、何んと来年6月30日が最終例会でございま

した。一年365日を有効に使わせていただきます。

マット．カバラスR．Ⅰ会長は、此処例会場にも掲

げてありますが、「ロータリーは希望をもたらす」

と、ロータリーの発展と行動を促すもとになるター

山■　口　寛之助　君

ゲットを示されました。当クラブもあと2年で創立

30周年を迎えようとしております。過去の歴史を振

り返ってみますと、先輩会員の皆様の地域社会への

奉仕活動の数々の実績は今更申し上げるまでもなく、

素晴らしい足跡を残されました。此の実績を更に受

け継ぎ、それに新風を吹き込んで、移り変る時代の

ニーズにあった活発な奉仕活動の展開をいたしたい

と存じます。又、目を内に向け、クラブ奉仕では親

睦と友情を柱に、例会を楽しい雰囲気になる様努力

して、会員の方々が喜んで出席されます様、又、会

員増強にも役立たせる為に関係委員会と連絡を密に

して、円滑なクラブ運営になる様に努めてまいりた

いと思います。

国際奉仕に於いては、G・S・Eの受入れが9月8

日、9日と10日の昼食迄当クラブの担当ですので、

地区国際親善委員の藤川さんや分区代理と連絡をと

りながら、万全を期したいと存じます。

本年度は台中海区R．Cと姉妹クラブの続盟の年で

ありますので、出来るだけ多くの会員のご参加をお

願いし、国際親善と理解を深めて参りたいと考えま

す。

青少年奉仕部門では、インターアクト、ローター

アクトを今まで育ててこられました先輩会員の苦労

を考え、会員数が極度に減少し、活動も例会も行な



われてない現状ですので、増強と活性化に最大の努

力を払っていく考えであります。

以上、概略を申し上げ、希望をもたらす年度にな

幹　事　就

本日より、歴史と伝統あ

る鶴岡R．Cの幹事の席をけ

がすことになりました。

もとより浅学非才の私で

すので、全う出来るか自信

がございません。みなさま

の暖かい友情とご支援でが

んばりたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。

幹事職というものは、会長を補佐する事と心得て

おります。会長がやりやすいように全力をつくすつ

ります様精一杯頑張りますので、何卒温いご友情と

ご指導を重ねてお願いし、就任のご挨拶といたしま

す。

任　挨　拶

松　田　士　郎　君

もりです。

山口会長は、一番目に和を最重点に考えておられ

るようですので、事業を行うにあたっても、和を中

心とした事業運営をしてまいりたいと思います。又

出席率向上等につきましても楽しい例会、楽しい事

業を行うことにより、自ら向上してまいるのではな

いかと考えます。

最後に、今年度は台中港区R．Cとの続盟を台湾の

地で行わなければなりません。たくさんの会員の方

方と一緒にまいり続盟式を成功させようと思ってお

ります。本年一年よろしくお願いいたします。

⊂室長報告）
山口篤之助看

1．理事会の開催

（1）定例理事会

クラブ細則第4条第4節に基き、毎月第1

例会日午前11時30分より、場所は原則とし

て例会場

（2）臨時理事会

川　会長がその必要を認めた時。

（ロ）理事会メンバー2名の要求ある時。

2．入会金　20，000円（クラブ細則第5条第1節）

3．年会費130，000円（クラブ細則第5条第2節）

4．本年度予算案について

5．例会日会長・幹事欠席の時は次の通りとする。

け）会長欠席の時は副会長、会長エレクトの噸

（ロ）幹事欠席の時は副幹事、直前幹事の噸

6．名誉会員の依嘱について

鶴岡市長．斎藤第六氏、酒井忠明氏にお願い

する。

7．第1回クラブ協議会開催について

7月29日（火）公式訪問の例会終了後、午後1

時50分より産業会館4階第2会議室、終ア後懇親

会を行う。場所等細部は後日改めてご連絡申し上

げます。

8．前々会長を務められました川村徳男さんが、会

社のご都合で前年度限りで退会願いがありました。

（頂事報㌻）松田士郎署

○例会時間・場所変更のお知らせ

・八幡R．C

7月4日（金）の例会を7月5日（土）午後6時

点鐘。場所、観音寺地内後藤屋旅館に変更、



登録料5，000円です。

尚、7月以降は例会は毎週土曜日に変更にな

ります。

○松田貞夫さんの送別会を7月1日午後6時、中国

飯店で行います。

〔前年度社会奉仕車重二） 小池繁治看

一言御礼申し上げます。先日29日It内川を美しく

する会”の清掃を御願い致しましたところ、会員皆

様の中から17名。多数お出で下さいました事を厚く

御礼申し上げます。その折、朝食会を中江さんの所

で朝粥を取らせて戴きました。御協力有難う御座居

ました。

⊂哀会員鱒一亘〕 阿部与十郎署

富田孝一君（日本交通公社鶴岡支店長）

生れ年　　昭和16年8月26日

出身地　　群　馬　県

家　　族　　母．妻．長男．長女．次女

趣　　味　　ゴルフ．卓球．絵画．骨董

（新会員挨拶）
富田孝一署

ご紹介いただきました富

田でございます。前任地は

群馬県高崎市でございます。

この鶴岡市は長い歴史と

伝統を誇る当クラブを通し

て、早く言葉を覚え、皆様

に迷惑のかからないよう努

力致しますので、よろしく

ご指導いただきたいと患います。

前任者白坂同様よろしくお願い申し上げます。

風間真一看

ご承知の方もあろうかと存じますが、去る7月27

日の荘内銀行株主総会をもちまして、私は常勤役員

から非常勤に変ることになりました。このことが内

定しましてから、佐藤前会長さんにロータリーの退

会のことをお話し致しましたところ、これからも鶴

岡に居ることでもあり、他に関係しているところも

ある筈なので、何とか引続き会員として止るように

との強いおすすめもありましたので、新年度からは

金屋興業の資格で会員としてお世話になることにな

りました。

30年余りの荘内銀行常勤の間、地元の皆様には格

別のお引立を頂きましたが、又、特にご厚情を賜り

ました方々もおられるわけで、厚くお礼を申し上げ

る次第でございます。

今後共荘内銀行のお引立て、ご支援をお願い申し

上げますと共に、金屋興業を始め私の関係しており

ます先に対し宜敷くお願い申し上げます。

差し当ってのことを一つ申し上げさせて頂きます

が、現在私は鶴岡幼稚園の学校法人であります鶴岡

学園の理事長を務めさせて頂いておりますが、今年

度に丁度80周年を迎えることになり、記念事業を計

画しており、皆様方にご寄附をお願い致しておりま

すので、この席をお借り致しまして、既にご承諾頂

きました方にはお礼を、これからお願い申し上げま

す万々には宜敷くお願い致します。この方の担当を

板垣広志さんにお願いしており、活発にやって頂い

ております。

何卒よろしくご指導・ご交誼をお願い申し上げます。

交換留学生ジュリーからの手紙

新穂光一郎署

Sat．June21st

土　　6月21日

Dear Shimpo san，

こんにちは！元気ですか？　みなさんに

「よろしく」言ってください。日本はいい経験



でした。ほんとにどうもありがとうございまし

た。日本の思い出はけっしてわすれない。

Everythingis flne hereln Bermuda．

The weatheris wonderful and my father

is feellngmuCh better．TheunlVerSity

I’m going toin Seplenber does not offer

Jopanese courses soIwi11transfer to

another universltyln my2nd year so as

to study moreJapanese．

I hope one dayI’11be able to return to

Japan and visit everyone again，このとき

まで，

お元気で，

ジュリー

（親睦活動委員卑⊃

会員誕生

黒谷正夫君

嶺岸光吉君

中沢　　進君

奥様誕生

張　　秀子様

小池　　英様

諸橋靖子様

佐藤清子様

藤川享胤署

松山俊三君

中江　　亮君

佐藤噸治君

飯白安江様

風間富士子様

中野ふみ子様

富樫　　貞様

⊂寧席委員会） 平出統一葛

年間皆出帝

21年間皆出席　　鈴木弥一郎君

6月10n％出席　　　54名

秋野．阿蘇．張．藤川．平出．布施．飯白．石井．

石川．石黒．板垣（俊）．市川．飯野．川村．黒谷．

小池．小松．加藤（和）．皆川．斎藤（庄）．松山．塚

原．忠鉢．三井（徹）．三井（賢）．三井（健）．嶺岸．

迎田．佐古田．松田（貞）．松田（士）．中江．中野．

村中．関原．佐藤（忠）．佐藤（噸）．佐藤（衛）．佐藤

（友）．新穂．菅原．鈴木（善）．鈴木（弥）．庄司．碓

氷．佐々木．斎藤（昭）．高橋．丹下．手塚（林）．富

樫．上野．山口．吉野

⊂∈Lt＿．空」

佐藤噸治君　　前年度会長としてバッチ交換を終

えて。

秋野　忠君　　前年度幹事としてバッチ交換を終

えて。

板垣広志君　　長女を嫁がせて。

小松廣徳若　　奥様誕生用記念品の注文を戴いて。

小池繁治君　　会員誕生用図書券の注文を戴いて。

内山喜一君　　会員誕生用図書券の柱文を戴いて。

佐藤元伸君　　次男が水泳の事で山形新聞と庄内

日報に載ったので。

山口篤之助君　　会員皆様の御協力で無事今年度会

長職を全う出来ます様に。

松田士郎君　　会員皆様の御協力で無事今年度幹

事職を全う出来ます様に。

〔‾盲‾ジ　タ　二）

な　　　　　し

－一夕■ト万十一′捌　　し－．用131t）と1　ノト‖ごl眉対日⊥・上：r一　二亮一う鳳六二

け　り　拭い′】J r子」しい基いり　組岡商1会一一射的　√屯．il L）2こう5・21■T Tll
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〔ゲストスピ＝盲つ

分　区　代　理挨拶

北楯　　学署

大先輩を前にして恐縮

しているところですが、

前年度の会長に引き続き

まして、このたび分区代

理を引き受けることにな

りました北楯でございま

す。このとおりの未熟者

でございます。会長時代

も前年度の佐藤さんには何かとお世話になり、よう

やくゆっくり出来るかなと思ったところ、今度は分

区代理。とんでもない責任を負わせられ夜もおちお

ち寝れないような現状でございます。

先日、分区代理・各委員の協議会が米沢でござい

まして、鶴岡からも数人出席された様でした。その

晩になりまして、初めて今年度私の噸番なんだなあ

という様な感じをして帰ってまいりました。

昨年の6月28日にG・S・Eの受け入れの問執こつ

きまして、藤川さんと各庄内分区の会長・幹事さん

からお集まりいただきまして一応スケジュールを検

討致しましたが、一昨日米沢に行きましたところが

「とてもこれではどうにもならん。もう一度やり直

せ。」という様な御命令を頂きまして、今日またこ

こをお借りしまして、検討致したいと思いまして、

私も交えていただく事になりました。

いよいよ今年度に入りまして、第一の事業であり

ますガバナー訪門が7月、そして第一番目がこの鶴

岡クラブであります。7月29日の様でございます。

丁度その日所用で私、ガバナーと同席出来ませんの

で、今日ここで挨拶をさせて頂きまして御勘弁を願

いたいと思います。

只今会報を見せて頂きまして、山口会長さんから

本年度の目標等につきまして色々載っております。

私からロータリーについて云々という事は必要ない

様でございます。ただ私、庄内分区代理と致しまし

て、庄内分区の親睦と友情を深めながら、みんな仲

良く楽しいロータリアンであってほしいと念願にし

まして努力する所存でございます。どうぞ大先輩の

方々、また会長・幹事さんを始め会員の皆様、どう

かこの様な未熟者ですが、皆様の御指導と御鞭撞に

よりまして、なんとか一年つとめたいと思います。

よろしくお願い致します。

鶴岡西R．C会長・幹事挨拶

加藤　　広署

今年度の西R．Cの会長を引き受けました加藤でご

ざいます。よろしくお願いします。

常日頃は鶴岡クラブさんより色々お世話になりま

して、ここで改めて厚く御礼申し上げます。特に毎

回沢山のメイクを頂きましてありがとうございます。

昨年は20周年記念を開催しましたが、私西RCもい

よいよ乳離れをしたと思っておりますが、鶴岡クラ

ブさん、先輩クラブとして今後よろしく御指導御鞭

漣のほどお願い申し上げまして、簡単ではございま

すが御挨拶にかえさせていただきます。

どうもありがとうございました。

井上　　彬宕

同じく幹事の井上でございます。親クラブの鶴岡

R．Cの皆様始め松田さんには今年一年間いろいろお



世話になるかと思います。今年はぜひ合同で一回、

合同例会を行ないたいと思っておりますので、その

時には皆様ぜひよろしくお願い致します。

どうぞ今年1年よろしくお願い致します。

立川R．C幹事挨拶

菅谷吉郎署

本年度の立川R．Cの幹事を引き受けさせられまし

た。私のほうから御承知の様に分区代理の北楯さん

が出ておりますので、その点についてもなにかとお

世話になるかと思います。私からもよろしくお願い

したいと思います。

本年度は、Ⅰ・G・Fが立J＝町狩川がホストになり

まして、9月28日に開かれます。皆様の御協力をお

願い致します。

私、初めて鶴岡クラブにメイクしましたついでに

一言だけ申し上げます。鶴岡出身の上智大学におり

ます渡部昇一さんという方が、確か鶴岡出身だと思

います。この方の「クオリティ．ライフ」という文

庫本が出ておりますが、その中で私が一番好きな言

葉がありますので申し上げたいと思います。「1時

間の散歩を惜しむ者は10年の病床を持つ」という言

葉がその本の中に書いてあります。彼は中々忙しい

身分であり、休力的にも健康的にも考えている様で

すが、何かの機会に常に散歩をしている。いわゆる

忙しい中に散歩を取り入れた運動をしている様です。

この点非常に感銘を受けましたので、私白身も現在

朝散歩を行なっております。とりとめのない話でし

たがよろしくお願い致します。

（乍長報㌻） 山口篤Z助署

衆参同日選挙の開票の結果も昨日発表になり、漸

く街の静けさもとりもどった感じで、自民党が予想

外に多きく議席を増やした結果となりました。

去る7月4日（金）グランド．エルサンで行われ

ました西クラブの交換学生のレスリーさんの送別会

とご両親の歓迎会にご招待をいただき、若生さんと

私が出席して参りました。西クラブ会長・幹事さん

がお見えでございますので改めてお礼を申し上げま

す。大変和やかな中に、司会の石黒慶一さんの流暢

な英語で盛大に行なわれました。

又、地区国際青少年交換委員の新穂光一郎さんも

ご招待をいただきましたが、前日交通事故に遭われ

て欠席されました。翌日お見舞いに参り、事故の状

況を聞いてきましたが、スクーターで山形市へ行っ

ての帰りに、寒河江市の少し手前で相手の軽トラッ

クが、細い小路より国道へ急に飛び出してきて、ど

うしても避ける事が出来ず、衝突されたとの事です。

右鎖骨骨折と肩甲骨にひびが入ったとの事で、1ケ

月位は休まなければと申してました。

（幹事報告）
松田士郎君

○松永ガバナー事務所終了のお知らせ

○上山R．C創立30周年記念式典のお知らせ

期　日　10月5日（日）

場　所　上山温泉　月岡ホテル

登録料　12，000円

○交換学生伊藤久美さんのお手紙と写真が届いてい

ます。

○会報綴り配布致します。

O「新庄円」雑誌の紹介

1冊800円です。申し込みは事務局まで。

○家族構成に変動のあった方、至急事務局までお願

いします。

○上半期の会費納入のお願い

（垂頭重空車垂）上野新＿君
05月24日、20周年記念式典記念事業を行ないまし

た。

07月27′－29日までポ二【キャンプ

08月15日　中学校野球大会

09月　酒田・鶴岡合同で庄内高校駅伝

07月23日　ミュージカル「ハネム【ンはスクール

バスで」の主催を計画しています。チケットは青

年会議所事務局まで。

⊂車重互車重⊃

⊂奉睦活動委員ら 藤川享胤署

奥様誕生　　中　野　ふみ子様



活　動　計　画　発　表

（1盲ラ重森）
市Jll輝雄署

クラブの管理運営がスムーズに行われるか否かは

当委員会の活動如何にかかっています。各特定委員

会と緊密な連絡をとりながら、親睦を柱とするクラ

ブの基本方針に沿って活動し、互いの好意と友情を

深めてゆきたい。

新年度の重点目標の一つとして、特にロータリー

情報と広報活動の推進に力を入れたい。外にはあら

ゆる機会を捉えてロータリーの広報につとめ、内に

は容易に理解を深めることの出来るロータリー情報

を流すことにより、会員の増強や奉仕の機会を更に

拡めることに役立つものと考えます。全会員の協力

をお願い致します。

以上、計画書の如く当委員会は非常に重要な役割

を持っている訳ですが、すべて各特定委員長におま

かせしてありますので、私は各委員長の釣りあげた

魚をクラブというビクに移すだけの委員長でありま

す。各委員長ともすぼらしい釣名人揃いですので、

黒鯛を釣るか、鯨を釣りあげるか、どうぞご期待下

さい。

各特定委員会の釣名人を改めてご紹介申し上げま

す。

聞く所によると、本年度の予算が窮屈だそうです

が、釣の上手下手は道具のよしあしでなく腕と工夫

にあるそうです。又、竿を一人じめにすることなく

委員の一人一人が奉仕の機会を持つことが出来ます

よう、特段のご配慮の程お願い致します。

（頭重頭重二）布施隆夫看
ロ【タリアンとして若輩の私が本年度の社会奉仕

委員長の大役を担当することとなり、経験不足、未

熟の私でございますが、幸いにして経験豊かで大ベ

テランの先輩が委員として佐藤昇さん、早坂徳治さ

ん、佐藤元伸さんとおられますので、委員の方々の

絶大なるご協力と、会員の皆様の厚きご好意と友情

にすがってこの一年間を務めて参りたいと考えてお

りますので宜しくお願い申し上げます。

さて、本年度の活動ですが、歴代の委員長、委員

の方々の奉仕活動実績を尊重し、その路線に従いな

がらも、一方では時代の変革に伴って奉仕活動を見

直し、新たな時代に応じた奉仕活動をも加えて行き

たいと思っております。

具体的な奉仕活動としては、本年度の地区ガバナ
ーより示された重点項目として「頼ることの少ない

高令者への心づかい」がありますが、これを取り入

れた活動計画を組みました。

1．高令化社会を迎え、さらに今後ますます高令化

比率が高まると予想されますので、地域社会にお

ける高令者の実態を調査し、クラブとしてやれる

ことを実行したい。

2．都市環境美化について地域運動に参加し、広報

活動にも努めたい。

3．歳末たすけあい運動に協力する。

4．過去に実行した有形奉仕活動の現況調査と維持

管理に努めたい。

以上を活動計画と致しましたので、どうぞ会員の

皆様の絶大なご協力をお願いしてやみません。

宜しくお願い申し上げます。

（青少年奉仕委員会） 塚原初男君

青少年、インターアクト、ローターアクト3委員

会より構成される青少年奉仕委員会の今年度の活動

計画を申し上げます。

地域社会における青少年の文化や生活が一層多様

化しつつある中で、当委員会は、従来からの活動の

基本方針を継承すると共に、地区の九里ガバナーの

提唱する目標の一つでもある「青少年の健全な育成

のための環境づくり」をめざします。また、山口会

長の提唱される「インターアクト、ローターアクト

の今日の活動の不振挽回」を何とかして図りたいと

考えて、次の活動を計画致しました。

1．青少年、インターアクト、ローターアクト各委

員会活動の相互の連繋強化。

2．「いま、青少年の求めている社会環境とは？」

について、調査・情報収集活動を強化すると共に、

その実現に努力する。

3．9月…青少年活動月間（例：臨時の月間カウン

セラーとしての電話相談への参加）

4．1987年4月…R．Y．L．A研修会（青少年指導

者養成研修会）への参加協力（寒河江市）

5．米国642地区との短期交換学生の相互受け入れ

制度発足年度に際しての取り組み（必要に応じて）

6．その他関連する活動に対する協力（G・S・Eな

ど）。



各員各位の変らぬご支援・ご協力をお願い申し上

げます。

（国際奉仕委員会）
中江　　高著

（む　国際青少年計画委員会に於いては、今年度は派

遣も受け入れも今のところない様ですので、前に

遡って関係者の体験座談会を開いて問題点を洗い

出し、将来の計画に資する考えであります。

九里ガバナ…が計画されている夏季休暇中の短

期派遣は、今からでは準備が間に合わないと思い

ます。

（釘　米山奨学金委員会はご承知の通り、自費留学生

が対象となるのですが、現在山大農学部に来てお

られる方は2人とも国費留学生の様ですから、お

すすめが出来ない。

海外姉妹クラブを通してPRする万も良いかと

考えます。

（釘　財団委員会につきましては、毎年度時の地区ガ

バナーからくり返し同じような　　活動要請が出

ますが、当クラブとしましては、地区内でも上位

にランクされる実績を保有していますが、この中

味は張さん、石黒さんの個人的な献金がかなりの

ウエイトをもっている点を考えて、今年は準フェ

ローの万々の追加納入をお願いすると共に、その

他の方にも呼びかける計画を立てておられる様で

あります。

尚、財団の仕事として当面する仕事は、第676

地区から受け入れるG・S・Eの団員の研修を実施

する仕事であります。予定されている9月3日～

10日迄の間に庄内分区がこの仕事を担当する訳で

すが、過去に何回か経験もあるので、是非その責

任を果したいと考えています。

④　世界社会奉仕委員会についても、今のところ具

体的な活動計画はありません。この委員会の仕事

は規模から云って単一クラブではなかなかむづか

しいもので、むしろ地区の計画に協力する傾向が

ありました。幸い、去年R．Ⅰの決定された「ポリ

オプラス計画」がロータリー100周年を目標とし

て、この世界から紅疹、ジフテリア、百日ぜき、

結核等の小児病を一掃すると云う大事業が計画さ

れているので、今地区からの要請を待っていると

ころであります。

G）国際親睦活動委員会としましては、従来通り海

外姉妹クラブとの親善交流を活発に行いたいので

すが、今年度はこの11月に予定されている台中港

区R．Cの来訪、そして2月に予定されている姉妹

クラブ続盟式典のための訪台が主なる事業となり

ましょう。

（ス　マ　イ　ル）

佐藤　忠君　　湯の浜カントリークラブ理事長杯

60才以上第3位になって

北楯　学君　　分区代理訪問として

玉城俊一君　14年間の頭取を辞任、会長に就任

して肩の荷がおりました。後任の

笹原信一郎氏もよろしくお願い致

します。

阿蘇司朗君　　店舗改装4日オープンしました。

田中錦造君　　鶴岡地区の電話5万台を突破しま

した。土曜日も平日の電話代の4

割引を実施いたします。

飯野準治君　　湯野浜カントリークラブ理事長杯

の50才以上の部で優勝しました。

石黒慶之助君　　内孫の聡子さんが夏休みを利用し

てのニュー．ブランズウィックへ

派遣が決まりました。

〔ラ　ス　γつ

分区代理　立川R．C　北楯　　学君

⊂㌢‾‾ジタ⊃

山形南R．C　　石原俊艮君

鶴岡西R．C　　児玉光弥君．加藤　　広君

立川R．C

温海RC

井上　　彬君

菅谷吉郎君

渡部晃雄君
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温海R．C会長・幹事挨拶

今野義介看

先ほど会長から紹介いただきましたが、この度温

海R．Cの会長として努めさせていただきます今野義

介でございます。常日頃は本当に鶴岡クラブの皆さ

ん方には色々とお世話になっております。

又、私共当クラブとしましても尽力しております

が、なんせまだ生まれて16才になったばかりのクラ

ブでございます。たしかチャーターナイトは小池さ

んが会長されていた時、それに石黒さんが特別代表

として我々を手とり足とり育ててくれまして、ここ

に至った様なクラブでございますので、本当に当ク

ラブは未熟なクラブではございますが、皆さんの御

協力と御指導を賜りましてますます成長していきた

いと考えているところでございます。今後ともよろ

〉　　　しくお願い致します。

五十嵐　活着

同じく温海R．Cの今年の幹事になりました五十嵐

清と申します。日頃は親クラブでございます鶴岡ク

ラブのお世話になりまして大変ありがとうございま

す。厚く御礼申し上げます。又、昨日は会長・幹事

さん表敬訪問いただきまして本当にありがとうござ

いました。心からお礼申し上げます。

只今私共会長が御挨拶を致しましたのですが、私

共の会長公家の出で、歯がまだ生えそろわなくて思

う事の十分の一位しか話をしなかったのではないか

と思いますので、私海賊の生まれですので一言いわ

せていただきます。

昨日、鶴岡クラブの会長さんが私共のクラブに来

られまして、鶴岡のクラブは非常に大きいのですが、

緊縮財政で大変ですと、ですからぜひ温海の皆様方

鶴岡のクラブにメイクをしていただきたい。鶴岡を

助けていただきたい。そんな御挨拶されましたので、

随分ユニークな会長だなあと思い感心しておりまし

た。ぜひ私からは、私実は入会して1年少々で幹事

をさせられまして何もわからない訳です。それこそ

皆様方より手をとり足をとり御指導していただかな

いとやっていけない状態なものですから、この若い

会員が幹事をしなければならないことは、いかに私

より先輩が沢山いるかという事なんですね。緊縮財

政どころか温海の場合は会員が減りまして大変な状

態にあります。そんな事で会計が大変ですので、先

ほど鶴岡の会長さんが言っておられました様に、温

海は畳でやる例会でございます。足を伸しても良い

例会です。そんなリラックスした例会をしておりま

すので、ぜひ鶴岡の会員の皆々様方も温海の方に沢

山メイクをしに来て噴きたいと思います。山海の珍

味で食事をとって頂きたいと思いますので、温海の

クラブもよろしくお願い致します。

今年一年よろしくお願い致します。



〔享畠スピ二三⊃

旅　と　は

旅　と　交　通　公　社　の　歴　史

旅にはさまざまな顔があ

ります。新婚旅行に家族旅

行、職場旅行に修学旅行。

そして、ひとり旅というの

もあります。楽しい旅ばか

りでなく悲しみを忘れるた

めの旅や、新しい自分を発

見する旅もあります。

こうしてみると、旅の楽しさは、日常生活から離

れて新しい何かとの出会いを見つけることだといえ

るかもしれません。

知らない土地で出会う自然も、人びとも、旅をす

る人の心に暖かな気持ちを呼びさましてくれます。

旅の感動と喜びをもたらしてくれる旅の存在は、私

達の生活の中に、なくてほならtないものとして定着

しています。旅は、人びとの幸福と生き甲斐を演出

する重要な役割を果たしているのです。

交通公社は、旅をしようとするお客様によりよい

機会を提供し、旅の楽しさを存分に味わっていただ

くために、各種の業務を行っています。

交通公社は、創業以来70余年もの間、旅を通して

お客様と結ばれてきました。そして今、私たちは、

「旅と生き、文化を創る」という意気ごみで、仕事

と取り組んでいます。

日本人と旅の変遷を社の歴史と共にふりかえって

みることにしましょう。

物の本によりますと旅の歴史は3000年ほど苦まで

遡るとされています。

旅行業成立以前

平安時代末期　旅の情報を提供し、宿や足の案内を

した旅行業の原型「熊野の先達」。

彼らは混乱した末世的思想の中で

心の平穏を求める人びとを遠い熊野

室町時代中期　の現地まで案内した。

富　田　孝　一　君

江戸時代　宿屋の主人でもある「伊勢の御師」は、

諸国をめぐって直接顧客を勧誘し、伊勢

参宮をすすめた。

庶民も地域ごとに「講」を起こし、「道

中記」や「名所図会」といった旅行案円

を手にし、道標を頼りに旅をした。

明治時代　鎖国が終わり、明治維新を迎えると、多

くの留学生や使節団が欧米に出かける一

万、技術援助や観光などの目的で入国す

る外国人も増えてきた。こうした列客を

接待するために、「ジャパン・ツーリス

ト・ビューロー」の前身といわれている

貴賓会（WELCOME SOCIETY）が設

立された。同会は英文の案内記や地図の

発行、日本紹介や外客接待を主たる業務

とし、その経費は会社の会費と寄付金に

よって賄われた。

明治45年　官・財界の有志により「ジャパン・ツー

リスト・ビューロー」が設立された。そ

の目的は外客の誘致によって日露戦争後

の外貨不足解消の一助とし、また、日本

の国情を多くの外国人に見てもらうこと

によって世界平和に宿しようということ

であった。その設立日3月12日は社創業

記念日である。

昭和24年　優先外貨制度が発足し、日本人の海外旅

行の道が開けた。

昭和27年　旅客の保護と旅行斡旋事業の健全化を図

るため「旅行斡旋業法」を制定した。

昭和38年　株式会社日本交通公社創立

戦後における旅行市場の推移

1．昭和30年代

戦後の復興期を終えた日本経済の発展に伴い、

30年代は所得の増大に支えられて生活に余裕が生

じた国民の間で旅行志向が高まりました。

＼ヽ一／



30年の周遊券旅行を中心とする個人旅行は旅行

者全体からみると、はるかに少なく、旅行はまだ

団体・慰安旅行が大勢の時代でした。

2．昭和40年代

東京オリンピックが終わって40年代に入り、日

本経済はいよいよ本格的な高度成長期を迎えまし

た。41～45年度までの実質経済成長率は5年間連

続して2桁台を示し、国民所得は大幅に伸びまし

た。消費支出に占めるレジャー関連の割合は増大

しました。

なかでも、旅行はきわだった上昇傾向を示し、

国内旅行はもとより海外旅行さえも身近なものに

なってきました。これに伴い輸送機関・宿泊施設

は質量ともめざましく整備されていきました。

3．昭和40年代後半

45年の大阪の万国博を契機として、40年代後半

はディスカバー・ジャパン・キャンペーンを背景

に「アンノン族」の若い女性にも象徴されるよう

に、全国民に“旅行ぐぜ’が植え付けられました。

旅行需要の対前年の伸びは15％～18％を示し、名

実ともに大衆旅行時代が到来しました。旅行が国

民生活の一部となり、「衣・食・住・旅」として

定着してきました。

これまでの団体・慰安中心の旅行から家族・小

グループによる個人を中心とした旅行にかわって

いきました。社は、国内旅行で企画型商品「エー

ス」の発売を開始し、海外旅行も社の「ルック」

発売に続き大手各社を中心にホール・セール商品

出そろいました。

また、旅行業界には新規参入旅行業者が相次ぎ、

販売競争が激化してきました。

4．昭和50年代

48年と54年の第1次及び第2次オイル・ショッ

クにより、わが国経済の高度成長は終わり、50年

代に入って安定成長となってきました。

旅行市場も年平均増率は6．4％（54一、一58年度）

と低下したものの、旅行は日常生活の中に完全に

定着しています。今や国内旅行は成熟市場期に入

り、海外旅行は400万人時代を迎えています。一

万、消費者意識は堅実なものとなり、旅行におい

ては、金銭消費型から時間消費型レジャーへの移

行、自然回機・スポpツ志向、DOIT YOUR

SELF志向、価格面における2極分化傾向が顕著

となり、多様化してきています。また、社会情勢

国際情勢の変化などが旅行業界に与える影響も強

く、景気低迷下の売り込み競争は一段と激化して

きています。

旅行業界の概要

59年1年間の旅行需要は、一泊以上の消費額で8

兆8，580億円、日帰り旅行の消費額ではおおよそ2

兆740億円と推定されます。

一万、旅行業者の59年の取扱額は4兆2，199億円

（対前年比108％）なので、旅行業者の取り扱いシ

ェアーは38．6％ということになります。

このような取扱額の構成に対して、59年度の旅行

業者の登録数は一般旅行業485社、国内旅行業5，046

社、旅行代理店業1，768社なので、大手による寡占

的な業界であることがうかがわれます。

最近の傾向としては、社や日本旅行のように旅行

業を本業とするよりも、異業種からの業界参入が著

しくなっています。なかでも、ttモノ離れ”に危機

感をもつ流通業界からの参入、企業グループによる

旅行代理店設立（いわゆるハウスエージェント）な

どの動きが注目され、キャリアーの直販体制の強化

とあいまって、競争も複雑かつ激化の様相を呈して

います。また、消費者保護政策と関連して、58年に

は主催旅行の特別補償制度を含む改正旅行業法が施

行されています。

（筆長報告）
山口篤之助署

涼し過ぎる日や、うっとうしい日や不安定な毎日

のお天気です。北九州方面を始め西日本では豪雨の

ため、かなりの被害が出てる様でございます。心よ

りお見舞い申し上げます。

去る7月3日交通事故に遭われました新穂光一郎

さんが、右腕はご不自由の様子ですが、以外に元気

で例会に出席されました。まづは軽傷な様で不幸中

の幸いでした。



1．先週金曜日の11日に幹事の松田さんと西クラブ

へ就任のご挨拶に行って参りました。その日丁度

クラブ協議会が行れると云う事で、30分程で例会

が終りました。

2．昨日月曜日に温海クラブへも就任のご挨拶に幹

事さんと行って参りました。定刻3分前に全員起

立でリラックス休操を行ってから点鐘で、肩の凝

りをほぐしてからの例会でした。又、座る席は、

S．A．Aの委員の方がネームプレートを適当な席

へ置き、会員は自分の場所を探して着席するので、

大変ユニークなやり方だったようでした。

3．地区年次大会が10月11日・12日に米沢市民文

化会館で行われます。案内状を只今回覧してます

が、仮登録が7月25日迄となってますので、多数

の会員のご参加をお願い申し上げます。地区から

は17名以上の参加の要請が参ってます。義務出席

は理事．役員の万々を始め、入会2年未満の会員

の方々です。他、多勢のご出席を事務局迄お申出

をお願い致します。尚、登録料10，000円と交通費

はクラブで負担致します。

4．伊藤久美さんよりのお手紙をご紹介数します。

会長さん、だんだん日差しの強くなっている

今日このごろ、いかがおすごしでしょうか？

私は今フロリダに来ています。毎日毎日天気が

よくって、もうまっ黒になってしまいました。

海の水はきれいなグリ【ンで、砂なんかはまっ

白で、サングラスなしでは目をやられそうです。

道の名前もゆかいでオレンジSTとかパイナッ

プルAVEなどよりどりです。

それでは又お便りします。

Kuml Itoh

（幹事報告）　松田士郎君

○会報の到着→村上R．C、酒田東R．C

O第254地区年次大会

日　時　10月18日（土）．19日（日）

場　所　弘前市民会館

登録料　15，000円

○新会員の推せんに関する氏名発表

清水二郎氏　鶴岡工業高等専門学校校長

し委員会報車⊃

（職業奉仕委員会）　庄司嘉男君

職業奉仕委員会の委員長を仰せつかせられました

庄司でございます。まだ入会して5年、満5年とい

うことでまだまだ勉強が足りない訳でございますが、

幸いこの委員会には大先輩の富樫艮吉さん、佐藤友

吉さん、吉野勲さんがおりますので、この万々の御

指導を得ながらこの一年間を務めたいと思います。

よろしくご指導をお願い致します。

尚、今年度の事業と致しましては、

○職業奉仕強調デーを設定し、優良事業者の職業

スピーチを実施する。

○雇用の関係を良くするため、会員の経営理念と

実践方策等を例会で発表してもらい、会員相互

の参考とする。

○会員事業所の見学会を実施する。

基本的には四つのテストを目標としまして、これを

基本とした職業奉仕四つの反省というものがござい

ます。これを忠実に実践出来る様なムードづくり等

を私なりに解釈しまして、皆様の御協力を得て実施

をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願い

桓≡互頭重）手塚　拓君
今日はロータリー財団協力の日です。1＄＝175

円。よろしくお願いします。

（ス　マ　イ　ル）

加藤　賢君　　山形県営業写真家写兵コンテスト

に121点中4位に入賞したので。

（ビ　ジ　タ　ー）

温海R．C　　　今野義介君

五十嵐　清君

鶴岡西R．C　　阿部光男君

佐藤　　拡君
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（j員スピーチ）

ア　メ　リ　カ　へ　の　旅

去る6月25日より7月6

日帰着でアメリカへ旅行致

しました。

二男の玉男の家があるニ

ュージャージー州グレンロ

ックに滞在し、その間、6

月27日から7月1日までバ

ミューダ島へ行きました。

交換留学生として先日までおられたジュリーさん

の島です。バカンスの計画は二男玉男にまかせてお

いたのですが、偶然にもバミューダが良いというこ

とになり、ジュリーさんと会う事が出来ました。又

バミューダのホテルで水沢アキ夫妻と会いました。

バミューダ島は、まだ観光案内にものっていない

小さな島で、アメリカの東海岸からはるか600マイ

ルはど離れた、針の先でつっついた様な、ほんとう

に小さな島です。

それから7月2日には国連本部（ニューヨーク）

に行って、鶴岡出身の方で綴織の大家．遠藤虚簸さ

んの大作晶が寄贈してありました。これは昭和26年

の事だそうです。加藤紘一事務所よりの連絡を本部

が受けていたため、順調にこの大作「綴織蔓陀羅中

尊像」を拝観する事が出来ました。

遠藤氏のことは、ユネスコ的係のこととして近日

井 徹　署

中にまとめて報告致します。

7月3日～5日は、例の独立記念日の祝祭にあた

り、自由の女神100年記念の盛大なお祭りがニュー

ヨークでありました。

ジュリーとバミューダ島について

囲　ジュリーのこと

6月29日にジュリーさんと電話連絡がつきまして、

翌日30日午後1時にヤマハのバイクでホテルに来て、

しばらくホテルで話をしまして、5時ごろ彼女の父

親が車で迎えに来てくれて、その後、彼女の家の近

くのレストランで簡単なパーティーをしてくれまし

た。小さなレストランのプールサイドの野外で、木

製の造りつけの椅子、テーブルでした。

ジュリーさんも一生懸命になってくれて、バミュ

ーダに住んでいる日本人を全員集めようと企画した

んだそうですが、日本人は3名しかいませんでした。

保険関係の仕事をしている小川さんご夫妻運と会い

ました。ご馳走は新聞紙で包まれているフィッシュ

イン　チップスというもので、ポテトチップスの下

に魚の蒸したようなものでした。それにドロッとし

たソースをかけて食べるんだそうですが、はしもフ

ォ～クも何もなく、指でつまんで食べるんだそうで

す。びっくりましまた。あとはビールだけで食事を

済ませました。ジュリーさん主催のパーティーでし



たので、その程度で良かったと思います。

父親はヘアーデザイナー（美容院）で、物静かな

人で、お店を2軒持っている為、両親とも忙しく働

いている様子でした。

ジュリーさんは今、観光サービス業のアルバイト

で、よく働いて学資を稼いでいます。来年度からカ

ナダのスンディ大学に入学の予定で、将来は日本語

や日本の事を勉強して、その方面の仕事をして行き

たいとの事だそうです。

彼女が郷里に帰って元気に活動している姿を見る

と、わずか1ケ月位の間に急に美しく成長し、なか

なか気配りもよく、将来を期待出来そうに感じられ

ました。

園　バミューダ島について

大西洋上の小さな孤島で、まだ一般には紹介され

てなく、旅行案内書も見当りません。一般の地図帳

では見つけるのが一苦労であります。北緯300は屋

久島と同じくらいで、ハワイは200です。雨は適当

に降り、地下タンクに雨水を貯水して、家庭用水は

大体間に合っているそうです。

気候は非常に温暖で、一年中花が満ちあふれてい

ます。最高気温が35℃で、最低が10℃ぐらいです。

又、環境が非常に清潔で、屋根は白、壁はピンク系

に統一されて、清掃が義務づけられているそうです。

バミューダの面積は丁度22平方マイル（5，696舶）

で356の離島から成立っています。陸地で一番近い

所でも600マイルあります。

人口は1980年で約54，050名で、その半数は中心

都市ハミルトン近郊に住んでいます。空港は島の東

北方にあり、大型ジェット機が利用出来ます。道路

は狭くて、一般には小型自動車が義務づけられ、制

限速度は35尾花です。若い人はほとんど小型バイクを

愛用しています。車は日本製がほとんどです。

ケネディ空港からイースタン航空で2時間で行き、

時差は1時間だそうです。

歴史としては、1503年スペインの船員のバミュー

ダという人がこの諸島を発見しました。彼とその仲

間はヨーロッパに帰って、危険な岩礁や烈しい嵐や

見知らぬ野生動物の話を告げた。ウイリアム．シェ

rクスピアは彼の戯曲ttThe Templot”（あら

し）を、その報告にもとづいて組立てています。こ

の付近は魔のトライアングル（三角地域）として、

その後航海者に恐れられました。その後100年間は

誰も訪れる事はなかったが、1609年Slr George

Somersが乗船した彼の旗艦The Sea Verture

は英国からVirginla　に向う艦隊から離れてこの島

に上陸しました。彼はすぐにこの土地を英国の領地

として公言しました。それから2年間の短い間に移

住者の「群が英国からやって来ました。そして現在

に至っている訳です。

（会長報＿＿革つ
山口蔦之助君

1．R．Ⅰニュースの中から情報を申し上げます。

「メキシコの目の不自由な人にロータリーは希

望をもたらす」…メキシコとラテンアメリカの国

国の盲人と視力障害者は、読書への希望がかなえ

られる様になりました。どうしてでしょうか？

新しい点字製造機購入の為、ロータリー財団が米

貨61，370ドルの補助金を授与したからです。この

機械によって点字用の教材が作成出来ます。

財団の保健、飢餓の追放および人間性尊重の3

Hプログラムを通じて、メキシコシティの盲人支

援国際委員会に補助金が授与されました。

2．来週の例会29日はガバナーの公式訪問となって

おります。例会終了後第1回クラブ協議会を午後

2時より産業会館第2会議室で行います。本日、

理事、役員、各委員長さんには書面でご案内申し

上げてますが、必ずご出席をお願い致します。尚

＼＼－′ノ



どうしてもご都合のつかない時は代理の方をお願

いします。又、新しく入会されました方々も出来

るだけご出席下さる様お願いします。終了後、午

後5時30分より懇親会を行いますので、多数の方

のご参加をお願いします。

3．会員の中野清書さんへ財団法人ロータリー米山

記念奨学会理事長．湯浅恭三氏名にて特別のご寄

付を賜りました。当会の内規により米山協力者と

してのメダルが参ってますのでお渡し致します。

ご本人は勿論ですが、クラブとしても大変名誉な

事であります。

4．鈴木茂男さんより時節柄商売繁盛で欠席する事

が多く、クラブへご迷惑をお掛けして、と多額の

スマイルを頂戴してました。

⊂垂＿軍報壷つ 松田士郎署

○例会日変更のお知らせ→余目R．C

公式訪問の為

8月1日（金）の例会を7月30日（水）に

時　間　　P．M12：15

場　所　余目商工会館

納涼例会の為

8月8日（金）の例会を8月8日（金）

時　間　　P．M6：30

場　所　余目商工会館

登録料　登録料　3，000円

○公式名簿注文のお知らせ

1部　7ドル

○ロータリー日本六十年史購入方のお願い

1部　3，500円

○ロータリー適用相場変更のお知らせ

現行レート175円→166円に変更になります。

07月29日（火）公式訪問例会には出席率100％に

なるようにお願いいたします。

（退　会　挨‾拶）
川村徳男看

大変急でしたが、此度当

クラブを退会する事になり

ました。

昭和53年2月に入会させ

ていただいて、8年余にな

りましたが、その間、私に

取りまして、ロータリーは

色々生活面に於て大変充実

した8年余りでありました。心から感謝申し上げま

す。

ロータリーに入会して、2つの尊い宝を得たと思

います。1つは、ロータリーの奉仕の精神と申しま

すか、「最も良く奉仕するもの、最も多くむくいら

れる」と言う奉仕の哲学です。これからの私の生活

に潤いが得られるものと思います。

2つ目は、本当に沢山の知人が得られたと言う事で

す。私は小・中学校時代は鶴岡に住んでおりました

が、その後長い間鶴岡を離れておりました。ロータ

リーに入会して、多くの知人が出来ました事は、こ

れからの私の生活に於いて、得がたい宝だと感じま

す。

今迄と仕事の関係は変りません。鶴岡に住んでお

ります。今後も公私共何卒宜しくお願い申し上げま

す。

大変突然でしたが、今迄の御礼を申し上げまして、

退会の挨拶と致します。

（盲点会報‾‾菖⊃

ローターアクトクラブ委員会

忠鉢　　徹看

昨年は休会という事で、会員数は現在零の状態で

す。253地区でも4番目と早い創立にある当クラブ

としましても、今年度は会長始め委員一同早い機会



に正常運営に戻す事を願って居りますので、会員の

皆様、家族の方、社員の方々を御推薦下さるよう、

切に御願い申し上げます。

若者にロータリーの理念を浸透させ、若者と意志

の疎通をはかる為にも是非皆様の御協力の程宜敷く

御願い致します。

「雑誌壷貝会）
加藤和一看

「ガバナー月信」㊥の記事の紹介

（ス　マ　イ　ル）

中野清吾君　　米山協力者としてのメダルを授与

されて。

鈴木茂男君　　時節柄商売繁盛で欠席する事が多

く、R．Cへ迷惑をかけた。

松田士郎君　　今年度の年次計画書の中に訂正箇

所が有るはずのため。

加藤和一君　　ガバナー月信に雑誌委員会として

初仕事をした。

川村徳男君　　退会記念品をいただいて。

佐藤　衛君　　東北電力㈱鶴岡営業所社屋新築工

事を受注した。

佐藤友吉君　　東北電力㈱鶴岡営業所社屋新築工

事と三川町の押切小学校改築工事

を受注した。

村中文章君　　東北電力㈱鶴岡営業所社屋新築工

事と三川町の押切小学校改築工事

を受注した。

石黒慶之助君　　中野清吾君を祝して。

張　紹淵君　　ガバナー月信に自分の記事が掲載

された。

三井　徹君　　6月25日から7月6日迄のアメリ

カへの旅行が、無事遂行出来たの

で。

（ビ　ジ　タ　ー〕

立川R．C　　　　滝　　禅蘇君

鶴岡西R．C　　　鈴木昭吾君

ォ・・十▼1一斗ト◆‥一一ト・
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ロータリー小史2

ロータリー創立にかかわったこの4人とも、アメ

リカ人でしたが、それぞれがニューイングランド

（イギリス系）、ドイツ系、スウェーデン系、そし

てアイルランド系の人であり、信仰する宗教も、プ

ロテスタント、カトリック、そして、ユダヤ教など

まちまちでした。すべては、人種のるつぼとよばれ

るアメリカの所産であり、その意味では、やがては

国際的な運動となる使命をもったこのクラブの創立

会員にふさわしい顔ぶれであったというべきでしょ

う。

印刷業のハリー・ラッゲルスが、第5番目の会員

として入会したあと、このグループは、シカゴ・ロ

ータリー・クラブとして、正式に発足しました。同

クラブの最初の会員名簿（1905年作成）には、30人

の会員がしるされており、会長がシルベスター・シ

ール、それに不動産業のウィリアム・ジェンセンが

幹事、ハリー・ラッゲルスが会計ということになっ

ています。そのほか歯科医のウィリアム・R・ネフ

が会合の進行係でした。このときポール・ハリス自

身は、この新クラブではどんな役職につくことも辞

退し、2年後にはじめて会長になっています。

会合のときに歌をみんなでうたう習慣をつくった

のは、ハルー・ラッゲルスであり、これはいまも多

くのクラブでひきつがれています。

（次回に続く）

－一夕・ノー－ノラて糾　　し】用ⅠニH h t1　ト．認　し㍉′川1：う1・127　25エリ山王
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奈義曲直蘭造物　狩鋸凰更虚飾 滑些1滴　萄少塁を茸空　撮別院

⊂互杢垂三二）

ガバナー公式訪問スピーチ

九　里　茂　三　氏

藁科松柏は上杉鷹山の腹

心で医者、隆世の智と博学

と愛国の玉情を以て鷹山側

近の少壮幹部を養成した人

物であります。時は元禄

（約260年前）の頃、江戸

ずまいの間、太平と富裕と

に馴れた当時の世相に危機

感を抱き、郷里の友人に書きおくった書簡の一節を

読んでみたところ、現代とそっくりという感じを受

けましたので、少し読ませてもらいます。

……近代の皆様は太平うち続き侯故、誰か著をす

すむるとなしに秋津洲一統に著り立ち侯て、誰も彼

も著の腹に生れ、馨りの内に育ち候えば、貢乏する

は何故との合点なく、ただめでたしありがたしく嚇

し立て侯ほどに、世界には愁というものがあるかと

も、難儀というものがあるかとも知らぬ衆たち、人

情というものを霜合点のゆかぬ風流人の旦那ぶりて、

座しては樽に座し、行くには馬駕帝にゆすられて行

きたもりて、暑いも寒いもほうだいなしか。……

当時の勢いは、もはや太平うち続き、四海静まり過

ぎて上下共に香りの病根ゆえ、次第に病症顕われ侯

て、誰も彼も気むずかしくござ侯間、腹立つ人情に

なり侯故、少しも常に変り侯事がござ侯えば、人の

心動き侯て、ぶうぶう仕る様に御座候。………

太平に馴れ、豊麗の中に育った若者達が、却って

不満の虜となり、少しでも意に添わない状況に出く

わすと、かっとなってしまう。つまり自己制禦でき

ない人間に育ってしまうことを恐れるのであります。

現代の青少年のことを考えると、そのことで悩む訳

ですが、我々は必死になってここまで復興、工業化

社会という中で、何もかも便利で、豊かな、まさに

太平の世を謳歌してきた訳ですが、その結果、陰の

問題として教育問題が盛んに騒がれている状況で、

根っ子はどこかということを考えた時、この文書で

鮮烈に考えさせられたということです。また、この

事は、知能の発達とも深く関わるという識者の説も

あり、現代の青少年の精神的幼椎さと関係はないか。

問題の根は深いといわなければなりません。そんな

ことで、新しい子育ての問題も、産業の発達や文化

の発展と同じウエイトで人間の能力を育てていかな

ければならないということを忘れて、昔の苦労話だ

けでttダメだ‥”と言ってしまい勝ちで、そのへん

の是的口減がむづかしいところです。

この事を救う好個の指導は、青少年の社会参加、

或はボランティア活動の推奨であります。また、み

だりに欲望を充足させることを戒める大人社会の自

粛が大切であります。我々にとって青少年は未来で

すので、私の今年のテーマとして掲げた次第です。

さて次に、我々のロータリー人生について私見を

述べさせていただきます。

昨年、原町での年次大会にR．Ⅰ会長代理として出



席した韓国のC・K・0氏の講演の中に、マッカーサ

ーのtt青春とば’という文書と合わせ、印象深い詩

のことばがありました。これは永六輔の詩で、

人が生きるということは

誰かに借りがあるということ

人が生きるということは

その借りを返しながら生きてゆくこと

誰かが私にしてくれたように

誰かにしてあげよう

人が生きるということは

誰かと手をとるということ

そしてその手のぬくもりを

いつまでも忘れないこと

めぐり会い　愛し　この世を去る時

悔いのない人となるために

今日そして明日を生き抜こう

人は独りでは生きてゆけない

人は独りでは歩いてゆけない

親睦と奉仕のロータリアンの生きざまを、見事に

詩いあげているのではないかと思います。

自分自身、省りみますと、いかに多くの万から借

りを作って来たのか…勿論、自分の親をはじめ、数

え切れない程のひと様からの借りを受けてまいりま

した。出来るうちに何とか借りを返すことを思い続

けている次第です。またこうして人とめぐり合い、

そしてその親切を豊かに受けながら生きられるこの

ロータリーの仲間と喜びを実感する訳であります。

幸い、成功的に事業が継続し、家庭的にもまずま

ず恵まれているのがロータリアン、かと思います。

そんな事で何をお返しすべきかを考えますと、私は

やはり「職業奉仕」ではないかと考えます。職業奉

仕は色々と語られておりますが、私は具体例を知っ

ていますので、いくつか申し上げたいと思います。

私の事務所の幹事役をしています相田吉助君がい

ます。彼に感動していることは、自分の建設会社の

従業員の誕生日を手帳に記録し、誕生日には必ずお

宅へ参上し続けています。本人は勿論のこと、家族

の方にも感激されていますが、これは銭や金ではな

いと云うことです。彼は常々、金で結びついたもの

は金で離れると申しております。つまり成功的に導

いてくれる従業員のことを本当に考え、出来るだけ

のことをしているということは、まさに「職業奉

仕」と言えます。その結果、事業も発展、社会にも

貢献するという訳です。

また私は、かつて学生の頃、元、日本ビール馬越

社長の「馬越教育財団」に選ばれ、三田のお屋敷へ

参上した際、のし袋に「謹呈」と書かれたものをお

盆に上げ、うやうやしく　t’どうぞお使い下さい…

と。そんなことに感動し、私は学校を創ると同時に

奨学金制度を母の香典にいくらか足して基金に致し

ました。

先程の相田君には沢山の協力を噴いていますが、

彼が言うには建設会社を始めた時、九里先生が精神

的支えであったという事で、のちのち御恩を忘れぬ

よう、社員に言い聞かせているのだということです。

そんなことで、自分の事業を支えてくれた方に対す

る恩義、自分の仕事を成功的に導いてくれた恩義、

教育への奉仕、といったように見事に奉仕していま

す。

もう1人います。佐藤良平さんという箱屋さんが

おり、保護士の仕事もしています。彼は少年院から

出てきた子供さんを目にかけ、従業員として育てた

り、心身弱者に対しても従業員として入って頂き、

会社の相当部分を雇い入れております。この間会っ

た時、誰かにtt何人雇っているのか”と聞かれて大

変怒ったといいます。雇ったということでなく　tt来

てもらっている…”ということでした。つまり自分

の協力者として大事にしている心構えが事業の成功

に結びついているものと思われます。

私はロ【タリーの中でこういうことを聞き、また

見せてもいただいて、自分として何をすべきかを模

索し、わずかながらも実行している訳です。

さて次に、高令者の問題です。激しく産業を発展

させようという時代は、とかく高令者や幼児が足手

まといとなるというような風潮があり、許せないと

ころでもあります。さんざん苦労してここまで我々

を育てた高令者を孤独に追いやっていたり、赤ちゃ

んを託児所に、精神的にほっぼり出すようなことが



あまりにも見えすぎています。せめて我々を支えて

くれた高令者に対して何が出来るかを考えてみよう

と思います。また同時に、八十才人生ということで、

自分の問題でもあり、高令者の生きざまを我々自身

も互いに勉強しなければならない時期に来ておりま

す。我々と共に、高令者が活力をもって生きていた

だく道をつけなければならないと思っています。

大変あれこれ申しましたが、自分の反省として金

の使い方が、つい不用意になってしまうことがあり

ます。金の使い方でその人の値打が決まるともいわ

れています。鶴岡も米沢もつつましく生き続けた伝

統を持っています。決してケチではなく、つつまし

く生きた方がいいのであり、陸康的であるという事

です。その結果、蓄積されたものが値打のあるもの

に投資されるというような金の使い方を考えねばな

らないと思います。

先程、宿で木下まき子さんのttなでしこ”という

おもしろい本を読みました。これは娘に対して母の

経験をもとに忠告を与えるものとして日誌のように

書いてありました。その中で貯金のことがあります。

駿河銀行長岡会長のtt月掛貯金の勧め”ということ

で、1日10円を月掛で50年積むと、元金は182，500

円で、元利合計は1，039，304円となります。年6歩

の計算だそうです。長岡さんは87年間続け、元金

313，800円、元利合計で10，032，000円だそうです。

10円づついい加減に使っていますが、そんなことを

今朝発見致しましたので、ご参考迄に。

このクラブで色々と財団に対しご寄付等も多いと

いうことを記録をもって承知しておりますが、今後

そんなふうに有効に使っていただけたらと大変潜越

なことを申し上げる訳ですが、お願いでございます。

大変雑然とした話で失礼申し上げました。

（会長報告）
山口篤之助署

＼、■■■′

1．昨年より10日以上も遅く、ようやく当地方もつ

ゆ明けが昨日宣言されました。先週の26日より300

以上の猛暑の中にR．Ⅰ253地区ガバナー九里茂三

先生の公式訪問の行事が行われます。お暑い中、

大変ご苦労様でございます。県内クラブでは当ク

ラブが最初の様でございます。今朝9時より1時

間会議所会頭室をお借りし、先生と会長、幹事の

打合せと、クラブ計画についてのご指導をいただ

き、10時より市長へ表敬訪問して参りました。市

長は出張中で助役さんとお話をいたしました。

2．例会終了後、1時45分より本年度第1回クラブ

協議会を産業会館第2会議室で行います。各委員

長さんは勿論、委員の方々、また新しく会員にな

られました方の多勢のご出席をいただき、活発な

ご意見とご質問等をお願いいたします。

3．去る25日、鶴岡商工会議所第6回「総参加全員

大会」にクラブでご招待をいただき、代表して出

席して参りました。10年、20年、30年以上の永年

勤続優良従業員の表彰があり、大会宣言の朗読が

あって盛大に行われました。終って記念講演に、

元プロボクシング世界チャンピオンの輪島功一氏

の「経営に生かすわがガンバリ人生」というタイ

トルで熱のこもったお話しがありました。

4．次週8月5日は定例の理事会を午前11時30分よ

り行いますので、理事・役員の方は是非ご出席を

お願いいたします。

（幹事報告）松田士郎君

1．会報の到着のお知らせ

東京R．C

2．例会時間・場所変更について

温海R．C

8月4日（月）の例会を8月2日（土）に変更

点　鐘　午後7時

場　所　鼠ヶ関ビーチセンター

登録料　　3，000円

（新会員紹生）山。篤之助石

清水二郎君（鶴岡工業高等専門学校校長）

生年月　日　　大正15年2月14日

出　身　地　　東　京　都



結婚記念日　　昭和32年5月11日

家　　　族　　妻

趣　　　味　　硬式テニス、絵画

（二重套亘亘互）清水二郎君

簡単にご挨拶をさせてい

ただきます。

私は清水二郎でございま

して、大変覚えやすい名前

で、下に「長」のついた人

がいて、60年間悩まされ続

けて参りました。その方は

豪放で、力持ちですが、私

は気が優しく力がありません。

此度、鶴岡高専に赴任して参りましたが、高専の

発展は地元の協力が重要と考えております。

特に2年後の63年には名称も専科大学に変ること

が計画されております。また2年後には25周年にも

なりますので、専科大学と25周年を目標に大学のあ

り方と改革を進めていくつもりです。

特に専科大学になれば地元の子弟に、より沢山入

ってもらうよう協力をお願い申し上げます。

鶴岡高専の宣伝を1つだけさせていただきます。

高専を卒業すると5年間で完全な技術者として伸び

て行きます。しかし最近の情勢は、大学院レベルの

学校への志望者が増えております。そういう時、5

年間の制度がどう機能するかご理解願いたいと思い

ます。

長岡と豊橋に科学技術大学がありますが、鶴岡高

専の学生は3年に推薦入学しています。現在は毎年

両大学へ15名位入ってます。それから東大、工大、

東北大の3年に編入が認められています。今年も何

人かの学生がそこに入っていきます。すなわち、鶴

岡高専は毎年15％位の学生が企業以外の大学院レベ

ルの教育を受けるために3年生に入って行っており

ます。この道はあまり知られておりません。

R．C会員のお若い方にはお子さんを、あるいはお

孫さんに是非子供さん達の教育の中でこういう仕組

もあるということをご理解され、ご指導願いたいと

思います。とりあえずのメリットですので、よろし

くお願い致します。

これからR．C会員として努力致しますので、ご指

導よろしくお願い致します。

〔ス　マ　イ」し）

張　紹淵君　　故4代目会長佐藤伊和治さんの財

団寄付の功労を記念して

石黒慶之助君　　九里先生の素晴しいスピーチに感

動して

三井　徹君　　アメリカに住む孫娘を連れてきて

第3中学校に体験入学させ、予想

以上の効果があったことに対し

佐藤元伸君　　7月25・26日に行われた山形県

中学校水泳大会に次男が優勝した

ことに対して

塚原初男君　　九里先生が米沢興譲館時代の恩師

であることにより

山口篤之助君　九里先生のご指導に感謝して

松田士郎君　九里先生のご指導に感謝して

⊂∈＝さ＝コ⊃
R．Ⅰ253地区ガバナー　　九里茂三氏

（ビ　ジ　タ　ー〕

鶴岡西R．C　　菅原隼雄君

温海R．C　　　渡辺晃雄君

1ツ‖‥クラフⅦ」、　t川】：H〔）（）　小‥1．と　El．珊1．うi（）27　ご5・M也ドニ
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会長蜘国毎盈髄　鞘聴国金邸　タラ緒鮎蘭州鞄箪 底司親　教会靴福竃隆夫 中窪　亮　毒夢無毒礎

（会員スピーチ）

海　水　魚　を　愛　す　る　私

庄内地方、特に鶴岡を中心とした地域の皆さんは
磯釣りに大変興味を持っているとのことです。聞く
ところによると三人に二人は趣味は釣りと云ってい
ます。それもそのはずです。秋田県境の女鹿から新
潟県境の鼠ヶ関まで約100キロメートル余りの海岸
は、岩場あり、砂地あり、又河口ありで、日本でも

有数の名釣場がありますので、釣りキチも多いのだ
と思います。秋になると小学生の遠足に、又海岸の
いも煮会等に釣り竿を持ってゆくのが目につくのも
ここ鶴岡ならではと思います。私達の仕事の中でも
釣りの話がでない日がないくらい熱中している人が
多いと感じられます。私もその中の一人であると自
負しています。会員の皆様には磯釣りのベテランが
多いと思いますので、釣りの講釈などする気持ちは
更々ありませんが、釣りに行けば、かならず釣れる
ものではありません。年に1度か2度あるでしょう
か、自分として満足な釣果は。磯の情況の良い時は
休みでなかったり、又仕事が休みで今日こそはと思
いながら足を運ぶと、全くだめだったり、腕も悪い
のも確かですが、本当1乙．条件の合う時は少ないよう
です。

そうこうしている内、折角めぐり合った魚を飼育
してみたいと思うようになりました。鶴岡に転勤し
て、いろいろな万とお会いしている内、なんと海水
魚を飼育して楽しんでいる方がいるではありません
か。尺以上の真鯛が2匹、悠々と泳いでいるのです。
興奮のあまり時を忘れ飼育方法、苦労話等を聞いた
のが私の海水魚の飼育の始まりでした。

関　原　亨　司　署

人間と違って魚は自殺しない。魚は裸である等々
いろいろの万からお教えをいただいたので、自分な

りに解ったつもりですが、いざ実行してみると失敗
の連続でした。それは人間の目でみる情況と彼女等
の環境が別世界であるためであります。彼女達は自
分達の住み良いところに自由に移動できるものを、
たかが140リットル位の水槽の中で、人間の目でき
れいな水があるから等と云っているのでは、彼女等
にとっては、たまったものではないのである。

暗中模索の日が続きました。（む水質はどうか　④
妓素は　④水温は　④ェサは…等々。趣味には金を
かけないことであると常々思っている私であるので
一時私には無理であると思い、あきらめたのですが、

そんな時、荘内日報に市内大西町の方が、7年もか
けてシノコダイを黒鯛まで育てたとの写真入りの記
事を見て感動し、現在に至っているのです。これか
らも何年も続けていきますが、振り返ってみるとい
ろいろな事が想い出されます。暑い夏の日など水温
が30度近くまで上り、水を一晩中入れたり、日中電
話で家内に指示をしたり、冬の水交換の時は、ポリ
容器を風呂に入れ、水温を調節してから交換したり、
又、海水を交換する為のポリ容器を常に車に積んで
います。飼育するための技術とか仕組みについて何

も説明しませんが、自然の力で共存共栄できること
を、こんな小さな水槽でも立証できるのですごそれ
に愛情があれば、彼女等は私を裏切らず、真鯛3匹
（30仰位）、シノコ鯛4匹（15仇位）今日も尾鱒を
振ってごあいさつ。今日も早く帰ろう　なんて〝

（会長報告）山。篤之助看
1．九里ガバナーの公式訪問が先週7月29日行われ、

又、引続きクラブ協議会も無事終る事が出来まし
た。会員の皆様のご協力に感謝申し上げます。又
出席率も後程出席委員会から報告ありますが、大
へん良い成績でした。厚くお礼申し上げます。

2．第2回定例理事会の決定事項を申し上げます。
ィ．財団奨学生2名の申し込みがありました。

山形大学大学院　　　佐藤利夫君
東京大学大学院卒業　篠崎　　実君

東京大学教養学部助手

ロ．清水二郎さんの所属委員会をプログラム委員

会にお願い致します。
ハ．会員の出席免除について下記4名

クラブ定款第8条第5節D項に依り、
鈴木弥一郎君．阿部与十郎君
飯白祐倍君．佐藤噸治君

二．中学校・高等学校英語弁論大会について

日　時　　9月17日（水）午前9時～午後3時

場　所　第2学区コミュニティーセンター
従来通り協力致します。

ホ．ローターアクト会員の増強の件で、先のクラ
ブ協議会の席上、18才以上28才迄の学生、即ち



大学生の会員を求める様ガバナーよりご指導あ
りましたので、クラブとしてもこの線に沿って
増強し、活動を促するに決定致しました。

3．R．Ⅰ253地区第21回インターアクト年次大会が

ホスト校県立温海高等学校、スポンサークラブ温
海R．Cで「考えよう　奉仕のすがたを」のテーマ
で、8月4・5・6日の3日間にわたって行われま

すので、その開会式へインターアクト委員長の皆
川光吉さんと幹事の松田士郎さんと私と3名出席
してまいりました。又、鶴岡工業高専校よりLA
C会員3名、顧問教師の篠崎先生、鶴岡工業高校
よりLA．C会員1名参加されてます。場所は温海
林業センターで、午後3時の点鐘、ホストクラブ
会長、学校長、スポンサークラブ会長の挨拶に続
いて、祝辞を九里茂三地区ガバナー、本間儀左工

門地区インターアクト小委員長、本間満義温海町
長あり、厳粛に行われました。

4．庄内地区インターシティー．ゼネラル．フォー

ラムLG．Fの開催の案内が参ってます。
来る9月28日午前10時30分より、立川コミュニ

ティーセンターで行われます。多数の会員の皆様
のご参加をお願い致します。勉強会ですので、理
事、役員の方をはじめ、新会員の万のご参加を特
にお願い致します。

〔‾面事報告）　松田士郎署
○例会変更のお知らせ

1．鶴岡西R．C
8月15日（金）の例会を最終例会の為
8月14日（木）午後6時30分

場　所　グランド　エル．サン
登録料　　4，000円

2．八幡R．C

8月9日（土）の例会をガバナー公式訪問の
為8月8日（金）P．M．12：30

場　所　八幡公民館
登録料　1，200円

○会報の回覧

鶴岡西R．C、鹿児島西R．C、山形R．C、
山形西R．C

O地区大会へ多数の参加をお待ち教しております。
ロータリーマーク入りの袋、クラブ会員全員に配

布して下さい。

〔親睦活動委員会〕
会員誕生

奥様誕生

口車二鹿妻鼻会‾‾‾〕
〇年間皆出席　　　な　　　し
07月100％出席　52名

秋野．阿蘇．張．藤川．平出．布施．飯白．石
井．石川．石黒．板垣（俊）．市川．飯野．黒谷
小池．小松．加藤（和）．皆川．松山．塚原．三
井（賢）．三井（睡）．嶺岸．迎田．佐古田．諸橋

富田．松田．中江．中野．関原．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．
佐々木．斎藤（昭）．中沢．高橋．丹下．手塚（林）
富樫．山口．吉野．碓氷

桓主要リー情報学亘　新穂光＿郎君
O「ロータリー名言カレンダー」編集についてお

願い
拝啓　新年度を迎えロータリー情報委員長としてご
活躍のこと、まことにお目出度く存じます。

さて、ロータリーは奉仕団体と云われております
が、実は奉仕する団体というよりは、奉仕を志す人
人の集団でありましょう。すなわち団体として大規
模な奉仕をするのが目的ではなく、個人個人を開発
して、その家庭に、職場に、はたまた地域社会に於
いて奉仕を実践させるのが本命かと存じます。その
ためには、例会や行事に参加するばかりでなく、日
常生活の中で常に奉仕の理想を高めることが大切と　　ゝ／
存じます。私はその一助として、ロータリー名言カ
レンダーなるものを編集、好評に応えて9年間提供
を続けて参りました。
同封の印刷物は本年度版の見本です。ご覧のよう

に週めくりになっており、右半分に日付欄とロータ
リー行事を掲載し、左半分にはロータリアン必唱の
名言が掲げてあります。そしてこの53週・53の名言
に加え、毎日365の名言が紹介されています。

これらの名言は嘗てバストガバナーの諸君にご提

供を願っておりましたが、ロータリー75周年以降、
これを「股公募として、日本中のロータリアンにご

応募ねがうことになりました。
ついては、ロータリアン教育の衝にある貴下には

率先御協力を賜りたく、また広くクラブ会員にも応
募方御勧誘のほどお願い申し上げます。

昭和61年7月吉日
第256地区バストガ′ヾナー　前原勝樹（桐生）

∇376　群馬県桐生市天神町1－3－9
応　募　規　定

1．ロータリアンとして日常心がくべき名言・格言
・座右の銘等

1．1編20字以内

創作も引用も可。引用の場合はその出典も付
記。

1．1クラブ5編以内
1．〆　切　昭和61年9月5日必着
1．採　否　編者におまかせください

〔‾‾ス　マ　イ　ル〕

村中文章君　　東根市に自宅新築完成、8月2日
より引越して

秋野　忠君　　前会長・幹事として御招待戴いた
御礼として

佐古田義明君　　仙台出張で集中豪雨に遭い遅れ、
S・A・Aの衡手伝いを皆様からや
って戴いて

関原亨司君　　8月4日より鶴園ビル2階に事務
所を移転して

机冊ロー　　一

汗　まへ

川　、JI

r7鮎立　上捌旧4　6　　　承認　納Jこ迅　6　27　25こう地区

トに．是剛　純l甘商1＿会議耐力　ノ電話　0235（24†7711

い尉町物種鮮7　3階ホー′　　例会　日　毎週火曜日　1－後12：Ⅶ＼ノ1割〕
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（ゲストスピーチ）

ア　メ　リ

今、アメリカから帰って

来てみて、つくづく1年間

早かったと思います。それ

は、私のアメリカン・ライ

フが毎日新しいことの出会

いで、充実していたせいか

もしれません。

私は、昨年8月から今年

の8月までの1年間、アメリカ、ペンシルバニア州

のノーサンプトンというところに行ってきました。

それは、ペンシルバニア州の東側で、独立地のフィ

ラデエルフィアとニューヨーク市の中間点に位置し、

人口8千人ぐらいのとても小さな町でした。町の中

心部であるメインストリートにでさえ映画館1つ、

靴屋1つ、医者1つ、銀行2つ、ちょっとした店3

つぐらいしかありませんでした。でも今となってみ

ると、小さな町でのびのびすごせてよかったと思い

ます。

私は向うで、3家庭にお世話になりました。生れ

て初めて家庭や友達のもとを離れてすごしてみて気

づいたのですが、留学生にとってホストファミリー

はとても大切で、ホスト良ければ全て良しと言える

と思います。その点私はとても良い家庭に恵まれ、

とてもラッキーだったと思います。また自分の家族

の大切さを学んだように思います。

向こうでは、私の本業の勉強に大きならがいがあ

力　体　験　記

伊　藤　久　美　さん

りました。朝は日本よりも早く、8時に始まり2時

半に終りました。また生徒が自分の好きな教科を選

択できました。私は物理、演劇、心理学（これは2

学期の後にあき時間となりました）、英語、美術、

音楽、数学、体育、写真を選択しました。その中の

写真にはとても興味がもてて、私の大好きな教科で

した。放課後はAFSクラブ、ドラマクラブ、ソフ

トボールクラブに加わってました。AFSクラブと

いうのは、留学生と学校の生徒のふれあいのクラブ

で、パーティーをやったり、ピクニックに行ったり

してとても楽しかったです。ドラマクラブでは、3

月にミュージカルをやった時に、私もステージに立

ちました。また、ソフトボールクラブでは、これが

なかなかのチームで州大会まで行きました。全て良

い思い出となりました。

初めにも言いましたが、本当に1年間とても早か

ったです。向こうについたばかりの時は単語力がな

かったため、相手の言ってることがわからず、悩ん

だこともありました。しかし、だんだん向こうの生

活になれてきて、友達も沢山できたし、いろいろな

良い経験もしてきました。また、今まで見えなかっ

たことが日本をはなれて見えるようになったし、ア

メリカでの1年間というものは、私にとってとても

大切な年でした。これもすべてロータリークラブの

みなさま方のおかげです。これからはこの経験を生

かしてゆきたいと思います。本当にありがとうござ



（ゲストスピーチ紹む　高橋良士署

伊藤久美さんが6日に大変元気で成田に着きまし

た。北高の2年生で渡米しまして、ペンシルバニア

のノーサンプトンというところに1年、交換留学生

として勉強してまいった訳であります。

大変にたくましく、体重ではありませんが一まわ

りも二まわりも大きくなられて帰ってこられた様で

す。ロータリークラブの交換学生の人的交流は国際

理解に大切な役割をはたしていると思います。しか

も一方通行ではありません。もっともロータリーの

誇るべきプロジェクトであり、アクテビティーであ

ると思います。

伊藤久美さんのお父さんの御礼の言葉

伊藤勝幸さん

このたび娘の久美が皆様方の大変な御好意により

まして、一年間アメリカ留学をさせていただきまし

て本当にありがとうございました。心より御礼申し

上げます。

去年の8月の18日に出発した訳ですが、食事等で

大変心配した訳ですが、向こうの生活環境がよほど

艮かったとみえて、数段身体の万も大きくなって帰

ってきたので、一安心したところです。

向こうでいろいろな活動で沢山の友達が出来、お

金では買えない非常に大きな経験をさせていただき、

大変感謝しております。今後この気持ちを忘れるこ

となく努力していきたいと思います。誠にありがと

うございました。

鶴岡R．C会長

山口篤之助様

第253地区ガバナー

九　里　茂　三

此の度、貴クラブに公式訪問の節は、幹事様

共々懇切な御歓待と御手配をいただき、且、バ

ストガバナー石黒様の御親切をいただきまして

誠に喜しく、且愉快な訪問となった事でござい

ます。厚く御礼申し上げます。庄内平野の見事

な自然とゆたかな人情にふれ、気持ちの伸びや

かになるのをおぼえました。そのような環境に

もかかわらず、青少年が都会に出てゆくという

現代の矛盾をどう考えたらよいのでしょうか。

今後のますますの御摩周を期待申し上げ、御礼

の御挨拶とさせていただきます。

なお貴クラブは、さすがに鶴岡を代表される

万々の所属する大クラブであり、また、ガバナ

ー御二人の輩出されたクラブとて、運営も風格

もまことに見事で、特に申し上げる事もなかっ

たわけです。願わくば若手のメンバーが増強さ

れ、それらの方々が、クラブとしての活動に於

いて、高令会員と好ましい関係を保たれますよ

う、更に御配慮なさる事を特にお願い申し上げ

て、クラブへの御礼と致します。

炎暑の湖御自愛を切に願います。

幹事様へくれぐれも御鳳声下さい。

1986．8．2

米沢にて

（会長報告）　山。篤之助署

1．去る8月8日（金）午後6時より、酒田市ホテル

リッチに於て、庄内分区主催の九里ガバナーの公

式訪問の歓迎と慰労の会をガバナーの奥様を迎え

分区代理を始め、クラブ会長・幹事が出席して行

われました。非常に和やかで、ガバナーはマイク

を要望され、白から歌が出るほどでした。

2．九里茂三地区ガバナーより、公式訪問の所感の

手紙をいただきまし。

3．伊藤久美さんが、昨年8月よりアメリカ、ペン

シルバニア州のノーサンプトンの高等学校へ1年

間交換学生として留学して、今月無事帰られまし

〔盲‾事報告）松田士郎看

○例会日時変更のお知らせ

＼、



1．立川R．C

8月21日（木）の例会を座禅会の為

日　時　　8月19日（火）

点鐘　P．M．7：30

場　所　見龍寺

登録料　1，000円

1．村上R．C

8月21日（木）の例会は納涼例会の為

日　時　　8月21日（木）

点鐘　P．M．6：30

場　所　吉　源

1．酒田R．C・酒田東R．C

8月20日（水）．21日（木）の両クラブ例会は

合同ゆかた会の為

日　時　　8月21日（木）

点鐘　P．M．6：30

場　所　産業会館4階

登録料　　3，000円

○会報到着のお知らせ

1．東京R．C

1．台中港区R．C

O記念誌到着のお知らせ

1．台中港区扶輪社15周年記念誌

○認証状伝達式のお知らせ

第262地区富士吉田西R．C

日　時　　9月23日（火）　P．M．1：30

場　所　富士急′、イランドホールシアタh

登録料　15，000円

〇第21回インターアクトクラブ年次大会終了のお礼

状が、小委員長．本間儀左工門殿よりまいってお

ります。（皆川委員長へ）

（二二転垂二重亘至二二）加藤和＿君

ロータリーの友8月号を配布してありますが、左

開きの横書き23頁に九里先生の記事が載っています。

ぜひお読み下さい。縦書きの右開きの7貢にアメリ

カの話ではございますが、「大型スーパーを恐れる

必要はない」というタイトルの記事が載っておりま

す。日本の流通業界にも何かヒントがあるのではな

いかと思われますので御一読願います。

（ィンクーアクト委員会）　丹下誠四郎君

21回インターアクト年次大会が先般温海において

開催されました。初日には委員長、松田幹事さんが

出席され、私は翌日の分科会に出席致しました。ひ

さびさに高校生の若々しい中に数時間過ごさせてい

ただいたのも、ロータリーに入っていたおかげだと

思いました。

テーマが「考えよう、奉仕のすがたを」という事

で、200名の出席者の中で3分科会に分かれまして、

その中で、インターアクトと学校とのかかわりあい

についてということで、最初御参加の県内のインタ

ーアクトの各学校から、これまでの経過報告の発表

がありましたが、少しダラグラしていたものですか

ら私が、学校でインターアクトクラブ活動を行なっ

ていて、そして今私達スポンサーの親クラブにはど

のような要望があるのですかという意見を出しまし

て、それにそって会を進めてみてはいかがですかと

ヒントを与えました。

その中で、例会には必ずスポンサーが出帝してい

ただくクラブはほとんどなく、子供達にまかせてい

るクラブが多く、予算も全然ないクラブや、今日何

の目的で来たかわからない生徒もありました。どの

ような活動をしているか聞いたら、市の方からの依

頼行事や献血運動、身体障害者・老人の手助け等の

奉仕に活躍していますとの事でした。中にはスポン

サークラブが一生懸命で、毎回例会の時、貴重なス

ピーチを会員が行なったりするクラブがあったりし、

もう少し親クラブが親身になっていかないとなかな

か大変だと思いました。

（ス　マ　イ　ル）

田中錦造君　　公共料金と暴力対策委員会設立結

成大会を起念して。

菅原辰吉君　　鶴岡スイミングクラブの佐藤浩志

君が日本水泳選手権で100mバタ

フライで優賞しました。アジア大

会の日本代表選手に選ばれました



ので。

加藤　賢君　　先日の関原さんのスピーチで寛明

堂を宣伝していただいて。

佐藤陸男君　　佐藤浩志君の優賞を祝して。

水運への応援と御理解に感謝して。

佐藤　衛君　　出荷委員会の3名の委員が先週全

員欠席して、欠席委員会といわれ

ているそうです。反省しまして。

張　紹淵君　　かつてお世話になった交換学生の

グレントン君が結婚することにな

りました。

若生恒吉君　　伊藤久美さんが無事帰国されて、

前年度委員長の荷がおりて。

高橋良二君　　同　上　（若生さんと同じ）

（ラ　スト⊃

伊藤勝幸　さん（久美さんのお父さん）

伊藤久美　さん

（ビ　ジ　タ　ー）

横浜鶴見北R．C　　田中正司君

鶴岡西R．C　　　　加藤有倫君

鈴木昭吾君

中村　　紘君

ォ十・十一・●★一十日一ト

↓　ロータリー教室餌
◆・ヰJ　∴・■鼠‥

ロータリー小史3

このような、新しいクラブができたというニュー

スは、急速に広がり、会員数もふくれあがって、会

員の事業所で会合をひらくことができないほどにな

りました。そこで、毎週の例会は、レストランやホ

テルでひらかれるようになっていきました。

ポール・ハリスは、シカゴ・ロータリー・クラブ

を、たんに会員同士の商売や、事業の便宜をはかる

ためだけのものにする気持はありませんでした。会

員同士の親睦を重くみる一方、クラブとして、なに

か地域社会のために役立つ活動をしたいという希望

を、はじめからもっていたのです。そして、クラブ

創立後2年たった1907年に、クラブ最初の社会奉仕

事業がおこなわれました。公衆便所が一つもなかっ

たシカゴ市役所の近くに、はじめてつくったのです。

シカゴ・ロータリー・クラブ創立の3年後には、

2番目のロータリー・クラブがカリフォルニア州サ

ンフランシスコに結成きれ、その翌年には、新たに

3つのクラブが結成されました。そして、全米の都

市にあいついでロータリー・クラブがつくられ、1910

年には、全米のロータリー・クラブ総数は16クラブ、

会員数は合計1，500人に達するまでになったのです。

1910年にロータリーは、はじめての大会をシカゴ

でひらき、この大会で16クラブを加盟クラブとする

「全米ロータリー・クラブ連合会」が結成されまし

た。そして、ポール・ハリスがこの連合会の初代会

長にえらばれ、事務総長には1908年にシカゴクラブ

に入会したチェスリー・R．ペリーがえらばれまし

た。ペリーは1942年に引退するまで事務総長をつと

めました。会計にはエルマー・A．リッチがえらば

れましたが、そのあとルファス・シャピンが1912年

から1945年に亡くなるまで存在しました。

奉仕の理想が次第に具体化していったのは、アー

サー・フレデリック・シェルドンがシカゴクラブに

入会したころがらのことです。商社の書籍販売予約

セールスマンの指導にあたっていたシェルドンは、

ビジネスはすべて社会につくす手段でなければなら

ないと信じ、1910年のロータリー最初の大会で、

ttHe Profits Most Who Serves His

Fellows Best．”（もっともよく仲間に奉仕する

者は、もっとも多く報いられる）と主張しました。

（次回に続く）

…岬一一ダーー　ウナ7鮎「冊1．う主（〕し）　′4’＼ル　町欄IIH t）27　告こう地区
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（ゲストスピーチ）

姉妹都市N B市を訪ねて

この度、去る8月5日へ一

8月13日まで、第2回鶴岡

市高校生親善使節団を引率

して、鶴岡市の姉妹都市ニ

ュー．ブランズウィック市

を訪問する機会を与えてい

ただきました。

8月5日は成田泊。8月

6日と7日がニュー．ブラ

ンズウィック市滞在（ホームスティ）、8月8日と

9日はニューヨーク市滞在、8月10日はワシントン

市泊、8月11日は機中の人となり、8月12日成田着、

8月13日の早朝に帰鶴という忙しい日程でありまし

た。

私たちがニュー．ブランズウィック市のロータリ
ークラブのLuncheonにお招きを頂いたのは8月7

日のことでした。普通はもっと大きな別の建物を使

用されている、ということでしたが、当日は夏のバ

カンス中で閉鎖されておりました

そのため、当日会場としてあてられたのはRut一

gers Alumni Faculty Clubという、名称から判

断すると、ラトガース大学卒業者の方々が交流の場

として用いられている施設というところでしょうか、

しょうしゃな建物でした。

2階に上がると、早くも多くのロータリアンの方

方が手に手にアペリティフ（アピタイザー）を持ち、

思い思いのグループで挨拶を交わしているところで

した。

使節団は6名の高校生という非常に若い集団であ

るにも関わらず、出席者のすべての方々が大きな関

心を払って下さり、ていちょうなもてなしを受けま

した。一人一人の名前もみんなの前で紹介されまし

た。

着席後、半券が一人一人に配られ、「FIFTY－

訪問使節団団長　飯　野　　　　徹　さん

FIFTY」という名称のくじを楽しみました。使節

団の一人がくじをひきましたが、当選者が地元のロ
ータリアンの方でよかったと思いました。昼食会の

楽しいひとときのプレゼントの他に、くじの当選者

までも使節団のメンバ「の中から出たら、大変恐縮

してしまったことでしょうから。

とにかく私たちにとって、とてもリラックスして

楽しく過ごせたひとときでした。その場で、こちら

のロータリークラブからお預りしていったバナーを

御披露方々、直接先方の会長きんにお渡しできただ

けではなく、メッセージも全ロータリアンの前で披

露することができました。メッセージの内容に紹介

のありました前ガバナーでいらっしゃいました石黒

先生のお孫さんからメッセージの前段を、後段は私

の口から読み上げを行ないました。暖かい拍手でメ

ッセージの披露とバナーの贈呈を終え、使節団一人
一人に記念品をいただきました。向こうの廷物や風

景をあしらったギフトカードで、大変すてきなプレ

ゼントを頂戴しました。

スピーチの中では、現在関心の的となっている、

「カルチャーセンター」創立の動きが話題の中心と

なっておりました。次にその必要性の根拠として挙

げられていたことを少し紹介します。

1つは、近くにニューヨークやワシントンのよう

な大都市をひかえていて、旅行者やニュー．ブラン

ズウィック市の訪問者がここを滞在の土地に選んで

くれる魅力に欠けていること。

2つめは、せっかく良いバイオリンやその他のコ

ンサートを催しても、演奏者も観客も、適当な設備

がないため、その内容のすぼらしさほどには、音楽

会全体から満足を得ることができないという状況に

あること。例えば、エアコンの設備が必要。観客を

充分に収容できる施設が必要。バイオリン等を床に

置く時でも、デリケートな楽器であるため、演奏者



は野外のステージ等は快く思っていないことなど…。

3つめは、魅力ある町づくりのためにはニュー．

ブランズウィック高校の合唱団、なかでもVocal

Dymamicsのこの町での、あるいは国外での鶴岡や

福井の成功が語っているように、音楽による感動や、

芸術の力で築かれた友情や交流の和は何物にもまさ

ること。

4つめは、この町の子どもたちに、ニューヨーク

に行かなくても、小さい時から本当に良い芸術に親

しませるためにも、カルチャーセンターの創立は大

変意義深いことを主張されておりました。

2年前の親善訪問団に続

きまして、私を含め6名の

女子高校生が、この夏姉妹

都市NB市を訪問してきま

した。

私達が、実際NB市に滞

在できたのは、わずか3日

間でした。その中の2日目

の昼食で、私達はNB市の
ロータリークラブを訪ねました。私達が、例会の行

なわれるクラブに到着したころには、もう大勢のロ
ータリアンの皆さんが集まっていました。昼食が始

まると、私達の紹介、山口会長さんのメッセージ読

み上げ（実は、私がたどたどしい発音で読んだので

すけれども）、会長さんにバナーと共にお渡ししま

した。その後は、ロータリークラブの活動について

の話に移ったのですが、当り前ですが、英語でディ

スカッションしていたので、私達には、話は全て正

確にはつかめませんでした。けれども、このNB市

にカルチャーセンターをつくるという計画について

話し合われているのだなあということは分かりまし

た。私が、なかでも一番印象深く思ったことは、そ

の議題について中心になって話を進めているのが女

性だった、ということでした。私は、祖父がR．Cに

入っているので、家族会などには時々顔を出してい

ました。その時、中心になっているのは男性ばかり

でしたし、R．Cには男性しか入れないと聞いていた

ので、NB市のR．Cを訪ねて、とてもびっくりしま

した。その女性は、後で聞いたところによりますと、

会長さんの奥さまということでした。それにしても

ずい分積極的な方だと思いました。こういう違いは

どこからくるのだろうか、と思いました。

次に、NB市について、少し話したいと思います

が、第一印象は、緑が多いということでした。緑が

多い、ということならば、鶴岡だってそうだという

翌日、ハイアットホテルでの朝食の時も、カルチ

ャーセンター創立のことが、市の当局者の口から話

題にのせられました。

市の関係者の方々もロータリアンの方々も、今一

様にカルチャーセンター創立のことを責剣に考えて

おられることが、痛いほど伝わって参りました。

鶴岡ロータリークラブ並びにニュー．ブランズウ

ィック．ロータリークラブの皆様の暖かい御配慮に

より、私たち使節団一同にこの様な貢重な、そして

楽しく思い出多い体験の機会を与えて下さいました

ことに、心からの感謝とお礼の言葉を申し上げます。

訪問使節団団員　石　黒　聡　子　さん

ことになりますが、NB市について言いますと、中

途半端でない緑の多さとでも言うのでしょうか。例

えば、私がホームステイしたお家は、一軒家でした

が、そのお家の裏庭はずーっと、隣りの家、そのま

た隣りの家と、芝生や木が続いているのでした。そ

して、朝は、そこをうさぎが走り、夜は蛍が飛んで

いるという、日本の住宅街では信じられないような

光景がありました。そして、そこに住む人々も、気

さくで、陽気で、親切で、長旅で疲れきっていた私

達を、嫌な顔一つせずに、暖かく迎えてくれました。

とても有難い事だと思います。

ホームスティ先では、近くであった農業のフェア

とか、スーパーマーケットにつれてってもらったり、

夜、お庭でパーティーをしてくれたり、それから、

思わぬプレゼントをもらったりと、2泊3日のホー

ムステイでは、多すぎるくらいの思い出ができまし

た。ホームステイ先を出る時には、NYになんか行

きたくない、ずっとNBにいたいと、思わず涙ぐん

だりする人までいたほどでした。

その後の日程は、ずっと観光ばかりで、楽しかっ

たけれども、実際に人としゃべったりする機会がな

かったので、残念でした。

最後に、私自身が感じたことを書きたいと思いま

す。この鶴岡市が、鶴岡R．Cをきっかけに、NB市

と姉妹都市盟約を結んでいる事に、私はとても感謝

しています。この訪問によって、私は、前の私とは

少しは違う人間になれたと思います。貝休的に、ど

こがどう変わったか、今、自分でも分らないのです

が、たとえわずかの期間でも、他の国を訪ね、違う

環境、違う考えに触れたことは、これからの自分の

人生に、いろんな意味でプラスになり、きっかけに

なることだと、私は信じています。多分、他の5人

もそう思っていると思います。そして、これからは

私達が率先して、国際交流を助け、すすめていく人

間になりたいと思っています。
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会報1986（昭61．7．22）

会報記事の補足

三井　　徹君

老令のせいと旅行ぼけのために、会報原稿の処理

を間違えまして、委員会にご迷惑をかけました。お

わび申し上げます。尻切れとんぼになりましたので

推敵して補足させて頂きます。

囲　　　　　　　　　　　匪】

産業…水産資源はあるが、主なものは観光であり、

近年急速にアメリカの人々のバカンスの場として脚

光を浴びてきています。空港設備はよく、きれいで

ある。空港ビルのロビーにエリザベス女王の肖像画

が美しく、大きく掲げられていました。

珊瑚礁をめぐらした美しい海、島の緑と花が鮮や

かで、天然の良港があり、軍事基地として重要との

事でした。カリブ海周遊の大型観光船（25，000トン）

が定期的に訪れ、クイーンエリザベス二世号も寄港

していました。

ホテルは主として家族旅行向けに出来ていて、廷

物は1～2階建てで、2～3戸ずつ分散し、キッチ

ン付になっている。2食付で1万円内外で、静かで

直射日光は暑いが、常に微風が吹いていて、涼しく

快適でした。

新婚旅行には最適の条件で、新婚の女優の水沢ア

キさん夫妻が丁度偶然に同じホテルに泊っていて、

親しく話したり、サインをくれたりしたことも面白

かった。

ハミルトンの街でのショッピングは、英国製品が

主役で、円高のためか、比較的よい買物が出来るよ

うでした。

人情・風俗…原住民というものはいなかったので、

英国人が移住開拓した。而して英国風になっている。

黒人は開拓のときに連れてきているので少数、よく

働いている。

就学率は100％で、高校は10校余、大学1つとい

うように、教育はよく行われ、教養程度も高い。

治安もよく、女王様のお国柄がうかがえました。

気候に適したバミューダ．ショーツと半袖シャツ、

ストッキング、バミューダ．ハットのスタイルは世

界的に有名であり、これにネクタイをつけ、上着を

はおれば、フォーマルなドレスアップである。

ホテルのレストランでも、夕食（ディナー）は週

のうち3日はフォーマルなスタイルをすることにな

っていて、夕陽Sunsetを眺めながら、食前酒から

始まって、夜9時～10時まで悠々と食事を楽しむの

は一興という処。日香のメニューにジョークを書い

た紙片が入っているのも面白い。

バミューダ島は、今後安心してバカンスを楽しめ

る処として発展して行くことと思う。

（会長報告）
山口篤之助署

1．当クラブにおいて、9月上旬にアメリカ．テネ

シー州西部第676地区より研究グループ交換G．

S．Eの受入れが行われますので、R．Ⅰニュース

よりG．S．Eについて申し上げます。

1986～1987年度は204件の研究グループ交換

（G．S．E）補助金が授与されました。これは新

記録であります。このため1965年のプログラム発

足以来、補助金の総数は2，308件になりました。

約14，000人の青年実業人及び専門職業人がこのプ

ログラムに参加しました。この費用は米貨1，600

万ドルにのぼります。

本ロータリー年度より、異なる国の2地区間の

G．S．Eチームは、毎年交換出来る事になりまし

た。この為、各ロータリー年度中のプログラムが

大いに増える事になりましょう。（これまでは、

2地区間の交換は隔年制でした）

全員女性のチームを組織することも出来るとい

う事にも注意を払って下さい。

興味深い事をお知らせします。試験的プロジェ



クトとして第791地区（米国マサチューセッツ州）

と、非ロータリー国のユーゴスラビア間の修正研

究グループ交換が進められているところです。

2．九里ガバナーより暑中見舞いのハガキが届いて

います。

暑中お見舞申し上げます。 

お世話になった日々をなっかしく追想して 

います。 

10月の年次大会には是非御越し下きい。 

3．ニュー．ブランズウィック・ロータリークラブ

よりのお手紙をご紹介します。

1986年度8月6日の貴方の親切　　　ありが

とう。

8月7日の我々の例会に鶴岡からの使節団を

迎えることが出来まして喜んでおります。彼等

もまた喜んで帰ったことと思います。

我々も、両クラブ・両市の親睦が今後共発展

することを祈ってます。

クラブの皆様に、私のクラブからよろしくと

伝えて下さい。

会長　フランク．M．コー

4．飯野徹さんをご紹介敦します。市教育委員会指

導主事であります。先般、鶴岡市高校生姉妹都市

訪問使節団一行8名の団長として、姉妹都市であ

りますニュー．ブランズウィック市へ国際親善の

ために、8月5日より8月13日まで行ってこられ

ました。その時に、当クラブと姉妹クラブであり

ますニュー．ブランズウィックのR．Cへメッセー

ジとバナーのお届けをお願いしました。そのお土

産話のスピーチをお頼みしました処、お忙しい中

を心よくご承諾下さっておいで頗いました。

又、P．G石窯慶之助さんのお孫きんであります

石黒聡子さんをご紹介致します。聡子さんは鶴南

校2年に在学中で、訪問使節団の一員として元気

に帰国されました。ご静聴下きい。

（幹事報告）
松田士郎看

1．ロータリー適用相場変更のお知らせ

9月1日より156円（現行166円）となりま

す。

1．記念誌到着のお知らせ

指宿R．C創立20周年記念誌

1．会報到着のお知らせ

酒田R．C、酒田東R．C

l．緊急理事会開催のお知らせ

本日、例会終了後、例会場にて行います。

議題　G．S．Eの受入れについて

1．前田厳氏（酒田）が19日朝、肝硬変で死亡され

ました。

1．Ⅰ．G．F、年次大会の参加者募集

各会員はどちらかに是非御参加下きい。

（委員会報告）

（プログラム委員会）
飯野準冶君

今日6時から、中江さん（中国飯店）において、

プログラム委員会とS．A．Aと合同の打合せ会を開

催しますので、会長も参加されますので、広く皆様

より衛参加していただき、色々なお話し、情報をお

寄せいただき、話し合いをしたいと思いますので、

よろしくお願い申し上げます。

（ス　マ　イ　ル）

今日は残念ですがありません。

〔‾‾メ　ス‾‾丁つ

NB市訪問使節団団長

市教育委員会指導主事　飯野　　徹氏

NB市訪問使節団員

鶴岡南高等学校2年　　石黒聡子　さん

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C　　長南朋養君．児玉光弥君

三浦正志君．野口　　弥君

瀬尾助三郎君

立川R．C　　　滝　　禅源君

■1」。一一一夕l－フラーで捌十二　日パ和ふL〔∴リ　　′j′こ［Ⅰ′ど「州LLH t－　27　ご5こう比しく二
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「ダル　マ　様

（ゲストスピーチ）

只今御紹介いただきまし

た立川R．Cの池田でござい

ます。貴R．Cの佐々木、藤

川両氏と同じく禅宗の曹洞

宗のお寺です。

山形県、しかもこの庄内

地方では各宗派色々ある中

で、特に禅宗の善宝寺さん

を筆頭とする曹洞宗のお寺さんが非常に多い訳で

す。皆様の中にも、直接的にも間接的にも曹洞宗の

お寺さんと、何かかかわり合いがある事だと思いま

す。

禅のお話の中で特に頻繁にあまりにも有名な坊さ

んと申しますか、大変に知名度の高い坊さんの中で

誰の名をあげるかと申せば、私は、おそらく「ダル

マさん」の一人に尽きるのではないかと思います。

その他有名な坊さん、禅宗だけでなく数多くの宗教

の中にも数多くいると思いますが、ダルマさんほど

知名度の高い方はおられないと思います。しかも、

ダルマさんは今から1500年程前、日本人でもなく、

中国人でもなく、インド人であります。そのインド

人のダルマさんが日本に伝えられまして、今日の20

世紀に於て、ダルマさんの語録等を紐解いてみます

と、我々の日常生活、茶飯事に於ても大変良い事を

言っておられまして、又、大変に役立っております。

その様な事で、今日はダルマさんの語録の全てを

」　に　つ　い　て

池　田　好　雄　看

申す事は不可能ですが、その一端に触れてお話を進

めてみたいと思います。

ダルマさんに対する理解度は、割とダルマさん、

ダルマさんと言っている割には、あまり良く理解し

ていない様です。私の知人に「ダルマさんとはどん

な人か」と問うてみますと、「あれは選挙の神様で

すネ」と答が返ってきました。ダルマさんと選挙の

結びつきの歴史的背景はわかりませんが、おそらく

七転八起とか、縁起をかつぐと云う事でtt目を入れ

る”という事から選挙に結びついたんではないかと

思っております。

インドといえば、仏教の発生地でしてttシャクソ

ン’’即ち　t’お釈迦様”もインドの一国の王子さんと

して生まれております。お釈迦様より数えて下る事

約1000年して、ダルマきんが‥。ダルマさんもやは

り一国の王の第3王子として生まれた方です。とこ

ろが、どういう訳か世の無情を感じ、あるいは世の

中で生きていく苦しみというものを体験しながら、

ある一つの動機がありまして、将来、国王になれる

という名誉を捨てまして、ある一人の有名な指導者

につきまして禅の道に入ったわけです。

この禅の道でダルマさんが提唱しました事は、お

釈迦様、仏教の教えているものは、単なる耳学問で

は駄目だ、単なる語録を一生懸命、一行づつ読んで

いった事とて、それは単なる思想に終ってします。

つまり理解に終ってしまう。私達は、仏教というも



のは、理解という事も大事だが、それと同時に体解

をしなければ駄目だ。頭の中の理解にとどめずに、

体での理解、つまり体解が大事だ。お釈迦様の教え

は座禅をしないと血となり肉とならぬ…と、座禅を

といた第1人者がダルマさんであった訳です。

そのダルマさんが、インドから中国に渡ってきた

訳です。中国に渡ってくる迄のインド時代のダルマ

さんの面影というものは、だいぶぼやけております。

歴史的な史料とか確実な史料というものは、ほとん

ど無いといっても過言でない。ダルマさんの語録は

インドではなくして、中国に渡ってから、やがての

日に少林寺という寺に入って「面壁9年」といって、

壁の方に向って9年間ずうっと座禅をされた。その

前後あたりの語録が我々の中に伝って来ていると言

われております。

もともと、ダルマさんはおしゃべり好きだったそ

うです。縦横無尽に説法をして歩いた期間が67年間

におよんだと言われております。つまり、大変な論

客であったと言われております。そのダルマさんが

中国に渡ったとたんに「無口寡黙」の人となった。

色々問われても、用件のみしか話しをしなくなった。

例えば、梁の武帝との問答で、「私は一国の王様

として、世の為、人の為だけでなく、お坊さんの為

にも、貧しい人達の為にも、手のほどこす限りの事

をやってきた。きっと何らかの功徳がありましょう

ネ」と尋ねた。するとダルマさんは、「無功徳」と

だけ答えた。「あなたは国王として良い事を沢山や

った事は事実です。けれども功徳はありません」こ

の中味を一つの言葉で表現すれば「無功徳」と言え

ると思います。

インドで縦横無尽にやった説法のギリギリの最後

の所、結論の扇の要の所が無になって、黙になって

しまって、寡黙になってしまって、ダンマリになっ

てしまった。

中国に入った時、ダルマさんの年令は約150才位

と言われている。150才、まさかと思われるでしょ

うけれど、ダルマさんは私達の常識では考えられな

い人なのです。

ある冬の寒い日、慧可（えか）という修行僧がダ

ルマさんの所に入門を願いに釆ましたが、ダルマき

んは入門を許可しなかった。一晩明けても帰らない、

雪にうもれている慧可を見て声をかけた。「私の弟

子になるには、そんな生やさしい考えではダメだ。

帰りなさい」と。その時ダルマさんは次の様に語ら

れた。「能く行じ難さを行じ、能く忍び難きを忍ぶ

といえども、尚至る事を得ず」と。……皆さん、ど

こかで聞いた事がありませんか？……　そう言われ

た時慧可さんは、どうしても駄目ですか、それなら

ばと言って、左腕をたたき切って、血のしたたり落

ちる左腕をダルマさんに差し出した。これがあの有

名な雪舟が描いた「慧可断管の図」（国宝）です。

これが、ダルマさんと慧可さんの激しい、さびしい

出会いだった。そして入門を許された。

我々の禅の仏法の一番の大先輩のきびしい出会い

により、その後ダルマさんの教えがずう一つと今日

迄続いて来たという足跡が残されていると思います。

それが、あの終戦の詔勅の中にダルマさんの言葉が

あったのです。「堪えがたきをたえ、忍びがたきを

忍びt…‥」と。どういう訳でダルマ様の言葉が詔勅

の中に入ったかと言いますと、当時、終戦時の総理

大臣の鈴木貫太郎さんが、自分の精神的指導者とし

てつかえていた人が山本玄峰さんで、三島の龍沢寺

（禅宗臨済宗）の住職さんでした。その山本さんが

前に住んでおったお寺が東京上野の谷中にある全生

庵（今、中曽根首相が時々座禅に行くお寺）という

お寺であった。その山本玄峰さんに禅を学んでおっ

たのが鈴木貫太郎総理だった。

この戦争、いよいよどうするかと言う時に、自分

で決めかねて、山本玄峰さんに聞いてみようという

事で、8月12日、三島まで鈴木総理の使者を出した。

山本玄峰さんの返信書簡の中に、「貴下の御奉公は

これからです。どうか行じがたきを行じ、忍びがた

きを忍んで、武器を捨てて下さい。そして平和国家

の再建に尽して下さい……」と書かれてありました。

これが天皇陛下の終戦の詔勅の中で、「堪えがたき

をたえ、忍びがたきを忍び……」という一説が入っ

たんだという事が、おそらく事実だと思います。

ダルマさんというお方は、日本が負けたといって

J
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はダルマさんが出てきて、勝ったといってはダルマ

さんが出てき、選挙だといってはダルマきんが出て

きて、色々な場面にダルマさんが出てきます。

1500年前のお方ではありますが、なおかつ今日ダ

ルマさんの命というものは、きんぜんと輝いている

と私は思います。

囲　　　　　　　　囲

マックスピカードという人は、人間は黙、人間の

発する言葉は、まず根元は、扇の要は何だかという

と、「大いなる沈黙である」と言っています。その

沈黙が用がある度に言葉となって花咲き、言葉とな

って役立ちますけれど、その言葉の役目が終ると、

再び沈黙に帰って来るのが本当の言葉である。

しかし、我々の巷に流れている言葉は、どうでも

いいような、騒音のようなものが朝から晩まで流れ

ています。それは本当の言葉でない。本当の言葉と

はどんなものか。マックスピカードは「大いなる沈

黙である」という言葉で私達に教えてくれました。

私は山形県で生まれ、山形県の言葉を話し、山形

県で生活していますが、tt日本の国の言葉というも

のがこんなにきれいで美しい言葉だったんだなあ’’

と発見したのはついこの間でした。

一つの動機がありました。

役者さんの浜田寸射子さんの『ことばのしらべ』

という演劇がございます。講演がございます。その

『ことばのしらべ』というものは、夏目漱石とか紫

式部とかの古典を彼女が読む訳ですが、朗読でもな

く、歌舞伎でもなく、講談でも、ましてや落語でも

ない。その朗読の中に自分の立体的な動作が入って

くる訳です。先日、山口県の宇部市にいる知人より

彼女の講演を知らされ、宇部市まで行き聴いて参り

ました。会場は700～800人の市民がおりました。

会場は寂（じゃく）として声なく、浜田さんの講演

を聴いて日本語というものは、こんなに美しいもの

だったのかと初めて知りました。私は／＼臓が高鳴る

思いでした。実に感動いたしました。知人より浜田

さんに紹介していただきました。東北地方では、仙

台で1度だけ講演があったそうです。次の講演は、

10月に東京の国立劇場であるとの事で、もう1度感

動してみたいと思っております。

私達は今、万言のり～ンときたないもの、ウ～ン

と悪い言葉にそまりつつある。今や私達はどれが良

い言葉か、悪い言葉か訳がわからなくなってきている。

浜田さんの講演を聴いて、こんな素晴らしい方言

というものを私達は残していく為には、日本の国の

言霊（ことだま）というもの、こういうものなんだ

という事を忘れてしまっては、良いものは残らない

んだ。庄内の良い方言のために、毎日の言葉、毎日

の生活の中に於ても、そういうものを一度体の中に

入れておく必要があると思います。

（会長報告）
山口篤之助君

1．先週、例会後開かれました臨時理事会について

ご報告いたします。たびたび申し上げますが、9

月上旬G．S．Eの受け入れについて、当初は例会

にお招きし、改めて歓迎会を予定していましたが、

時間の都合上、9月9日（火）の例会を時間変更し

午後6時点鐙で歓迎会を行う事に致しました。尚

登録料は1，000円でございます。

2．次週9月2日（火）は、定例の理事会を午前11時

30分より行いますので、理事・役畠の方々のご出

緒をお願いいたします。

3．地区ガバナー事務所よりポール．ハリス．フェ

ローの証書とメダルが送られて参りましたので、

お渡しいたします。

該当会員　　佐藤　　忠君

（亘享亘互）松。士郎看
1．Ⅰ．G．F、年次大会の参加者募集申込〆切日は

今月末日。各会員はどちらかに是非御参加下さい。

2．例会時間変更のお知らせ

鶴岡R．C、G．S．E歓送迎会の為、9月9日

（火）の例会を

時　間　　P．M．6：00

場　所　物産館3階ホール



登録料　1，000円

（委員会報告）

（親睦活動委員至＿）

tt布花教室”のご案内（鶴岡R．C会員の奥様へ）

場　所　商工会議所（物産館3階）

開催日　　第1・3木曜日

P．M．1：00～3：00

費　用　①　最初　4，000円程（工具代）

㊥　毎月　1，000円程（材料費）

講　師　松山貞子さん（松山俊三君の奥様）

61年度計画

9　月 �9月25日　第1回開催日 
説明とカーネーションのコサージュ 

10　月 �すすき．桔梗 

11月 �高原の小菊．赤い実 

12　月 �クリスマスの花 
ポインセチア．コサージュ 

1　月 �大輪のバラ．パピー 

2　月 �アネモネ．パンジー 

3　月 �チューリップ．ひな菊 

（ぉ＿知　ら　せ）

坂本耕一君が輸血を必要としております。A型の

献血者は事務局まで御連絡下さい。

〔ス　マ　イ　ル＿〕

佐藤　忠君　　PHFメダルと証書を授けて。

吉野　勲君　　PHFメダルと証書を授けて。

佐々木記彦君　　連続3回欠席した事と、スポーツ

少年団の卓球親善試合で寒河江R

Cのメンバーにお世話になった事

を感謝して。

藤川享胤君　　tt布花教室”を開講した親陸委員

長として。又、大先輩であります

長として。又、大先輩であります

立川R．Cの池田さんを今日のゲス

トにお迎えしました事に対して。

（ビ　ジ　タ　ー）

温海R．C　　　本間　　毅君

鶴岡西R．C　　古川暢一君

ロータリー小史4（1370回会報より続く）

その翌年、ポートランドでおこなわれたロータリ

ーの第2回大会で、当時のロータリーの指導的人物

のひとりであるベンジャミン・フランクリン・コリ

ンズもまた、他人のためにつくすことの意義と重要

性を説き、ロータリークラブはttService，Not

Self”（無私の奉仕）を根本精神として、結成され

ねばならないと強調しました。この二つの言葉は、

後年ttHe Profits Most Who Serves Best”

（最もよく奉仕する者、最も多く報いられる）およ

び“ServICe Above Self”（超我の奉仕）とそれ

ぞれ修正されて、すべてのロータリアンの座右の銘

となり、ロータリーの誇るスローガンとなっていま

す。しかし、この二つが1950年のデトロイト大会で

公式にロータリーのモットーとして採用されるまで

には、40年の歳月を必要としたのです。

アメリカ以外の国に、ロータリークラブを結成し

ようとするポール・ハリスの最初の目標は、カナダ

のマニトバ州ウィ二ペッグに向けられ、紆余曲折の

のち、1911年にウィニペッグ・ロータリークラブが

うまれました。このクラブの創立によって、ロータ

リーは国際的なものとなったのです。なおこの年、

1911年には現在の『ロータリアン誌』の前身である

『ザ・ナショナル・ロータリアン』（誌）が創刊さ

れています。

（次回に続く）

山一Jロータリー－クラブ削去11帥1二号1（；tJ　琴こ．1．ど　昭粧はら・27　25こう地【ズー

桔1．丁う　1日「．」rHJJ場町　純1山川も1二会議仰ノ」　ノiE L】舌（1235廿日7711
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（天倍率気温≡要旨麗）≡

あ　ゝ　　単　身　赴　任

（会員スピーチ）

私は、この6月に入会費

しました中澤でございます。

まだ皆様のお顔とお名前が

解らず、街の中でお目にか

かりましても、つい失礼申

し上げているものと、この

場をお借りし、お詫び申し

上げます。

さて、折角のスピーチの機会を頂きましたので、

少し自己紹介を申し上げ、努々鶴岡での生活も3ケ

月が経過致しましたので、その雑感を紹介致します。

私は昭和18年、群馬県に生まれました。家内は1

つ下の東京出身ですが、出会いは友人の結婚式で知

りあい結婚、現在は高校1年の女の子供が1人居り

ます。

私は所謂転勤族で、勤務先の東京海上に入社後、

本店を振り出しに山形、静岡、前橋、そして鶴岡と

歩いております。転勤族というと何か軽い響きの言

葉で、他所者という印象がありますが、少くともそ

の地域に溶け込み、皆様に愛されるよう努力をして

おります。

転勤族の悩みに住宅の問題と子供の教育の問題が

あります。更に教育の問題は2つの心配事がありま

す。1つは、子供の転校による校内いじめがありま

す。最近、校内暴力、いじめ等、荒れた中学生が社

会問題にもなっております。今の子は苦と違い、弱

中　　澤　　　　進　若

きを助け強きをくじく……とは全く逆で、身体が弱

い子、精神的な知恵遅れの子、或いは性格の弱い子

が標的となり、陰湿ないじめを受けます。転校生は

何かと目立ち、皆の関心を集める…・‥ということも

あり、狙われやすいところとなり、親として気掛り

なところでもあります。現実にいじめにあった例も

聞いております。

もう1つは、高校生になりますと編入学が極めて

難しいということと、本人も物心がつき、度重なる

転校にイヤ気をさすこともあって、やむなく単身赴

任を余儀なくされるということです。実は私も長女

が高1入学直後であったことと、病弱な老母がいる

ため、やむなく初めての単身生活を始めることとな

りました。

最近私同様、単身赴任者が増えており、その健康、

家族問題などの面から社会問題としてクローズアッ

プされております。昨年8月、日航の墜落事故の中

に多くの企業戦士が痛ましい事故に遭遇致しました。

また、その中に単身者が帰省途中にこの事故に巻き

込まれ、他人ごととは思えず涙を誘ったものです。

去る7月14日に、最高裁の判断が出たものですが、

単身赴任になるので転勤を拒否し、解雇された大阪

のサラリーマンが、解雇の無効を求めた訴訟の上告

審で、「原告の主張する家庭生活上の支障は通常甘

受すべき程度のもの。会社は業務能率の増進や社員

の能力開発などに寄与すると判断すれば、当然転勤



命令を出すことが出来る」と、社員の転勤について

会社側に巾広い裁量権を認める判断を示しました。

昔、佐田啓二と高峰秀子の共演した映画に「よろ

こびも悲しみも幾歳月」というのがありました。若

いサラリーマン夫婦が孤島、僻地に転勤を重ねつつ、

孤独と労苦を夫婦愛でいたわりあい、人生航路を終

るというロマンシズムの香気たかい作品でありまし

た。その頃は子供の教育も住宅事情も転勤の障害に

はならなかったし、第一その頃のサラリーマンは会

社への帰属意識が心から身休に浸みついており、会

社は絶対的なものであったことからすると、先の大

阪のサラリーマンのケースは考えさせるところですも

労働省の雇用動向調査では年間の転勤者は40万人

にのぼり、そのうち約20％が単身赴任となっており、

私共の会社でも転勤者の3分の1が単身赴任であり、

かなり「般化しております。

単身者は年齢的に、ストレスのかなりかかる主要

なポストにあるにもかかわらず、帰宅しても憩いの

場である家庭がないというハードな状況におかれ、

また今までは食事が出たものを食べるといった気楽

な食生活であったものですが、自分で食生活を管理

しなければならなくなります。

さらに多くの場合、子供は思春期にあるので、遠

く離れた家族のことも心配しなければなりません。

それだけに健康管理を徹底することが大事なことと

なっております。この健康管理がうまく出来ず、脱

落する者もおります。

私もこの鶴岡で初めての単身生活が始まりました

が、炊事、洗濯、掃除、買物・・・等、「生活」をする

ということがいかに大変かと患い知らされ、今更な

がら女房の存在価値を認めた次第です。

また、諸先輩や友人などから単身生活の留意事項

を種々聞かされる中で、3つほど心掛けることがあ

ると言われました。

1つはマネージャー病の克服です。マネージャー

病とは、中間管理職として上司や部下の間にはさま

れ、そのストレスと過労のため心臓病や消化器潰瘍

に悩まされる人たちのことを言うのだそうです。ま

して単身赴任ともなると、家族と離れて心のやすら

ぎの場を失うことになりますので、それだけマネー

ジャー病にかかりやすくなります。

そのために、（訂疲労を蓄積しない。㊥ストレス解

消のため趣味を持つこと。④外食は栄養が偏るので

2日に1度は自分で台所に立つ。④運動不足になら

ないようにすること等、基本として健康増進法を身

につけるようにしています。

また2番目に成人病対策があります。単身赴任は

生活リズムが不規則となり、食事も外食が多くなり

それだけ成人病に対するリスクフマクターが上昇す

るというものです。食事の塩分の取りすぎ、運動不

足、精神的ストレス……といったような悪い因子が

積み重ならないよう努力する必要があります。

3番目に食生活の管理があります。1人暮しで1

番困るのは何と言っても食事です。手を抜いていい

加減な食事をすると成人病の標的となります。自分

の食生活は自分で管理するはかありません。庄内は

米と魚とお酒がうまいので誠に困っております。鉄

の精神力で自己管理をする必要があります。

以上を念頭におき、逆に単身生活をエンジョイす

ることを心掛けています。

1つは、料理はストレスの解消になるということ

です。とにかく1人暮しは始めてであり、料理など

は作ったことがありませんでしたが、女房や子供が

作った料理ブックや、会社の女子社員からプレゼン

トきれた料理の本を始め、最近本屋さんには男の料

理に関する参考の本が沢山出ております。たまには

シェフになったつもりで、休日など本と首引きで作

ったりし、意外と出来ばえの良さに感激し、結構ス

トレスの解消につながります。いずれはケーキやク

ッキーなどにも挑戦したいと思っています。

2つ目は、食料品の買い出しを楽しむことです。

皆さんは牛肉100タやピーマン1袋の値段をご存知

ないと思います。コンビニエンスストアーとスーパ

ーでラーメンの値段が違うのもおわかりにならない

と思います。たまにスーパーに出向くと物の値段を

知ることや、世の奥様方が安売り目玉商品を求めて

殺倒することも知らないと思います。スーパーは、

大きく言えば消費者動向を肌で感じ、マーケットリ



サーチとしても有効です。

3つ目は休日の活用です。tt小人閑居して不善を

為す”のたとえ通り、休日じっとしていてはろくな

ことがありません。スポーツで軽く汗を流せば心の

わだかまりも発散出来、適度な疲労が熟睡を招きま

す。私はテニスを少しばかりやっておりますので、

時々プラスワンに出掛け、若い人達に混じり心身共

にリフレッシュし、また若者との付き合いの場も出

来ております。

4つ目は、我がマンションは会社のクラブハウス

と化しつつあり、コミュニケーションの場としても

活用しております。時々社員を引っ張り込み、私の

下手な手料理で一杯……という具合で、手料理の味

定めに話がはずみ、社員とのコミュニケーションが

図れます。また、何といっても良いことに、2次会

への前進がないのは健康的であります。もっ▲とも、

社員は迷惑しているか知れません。

5番目は鶴岡という地の利を生かし、名所・旧蹟

廻りをじっくり時間をかけて行うことが出来ます。

また娘などはリゾートマンションか何か出来たよう

な感覚で、夏休みなどはここを拠点に観光地めぐり

をしてきまして、またの訪問を楽しんでおります。

以上、単身生活を積極的にエンジョイすることに

より、生活のバリエーションが鉱がってまいります。

鶴岡のこんな生活も3ケ月が経過しました。この

大自然に恵まれ、四季折々に美しい城下町で、暖か

い人情に支えられ、何とか生活のリズムが出来て参

りました。お寄せ頂いたご厚志に対しては、ロータ

リーという組織を通じ社会奉仕、職業奉仕をもって

ご恩返しをしようと新たな決意を抱く今日この頃の

心境でございます。

とりとめのない話をご静聴頂きありがとうござい

ました。

（会長　報告）
山口篤之助署

巴8

＼

1．鶴岡市ボランティア協会長伊藤鉾→氏より、身

休障害者点字ワープロ購入資金165万円のうち3

万円の助成要請がありましたが、理事会に計り、

社会奉仕委員会でももう一度検討することに致し

ました。

2．8月初旬に入院なされましたNHK局長坂本耕

一さんより賜暇願いが出てますので、ご承認をい

ただきました。尚、近いうちにお見舞金をおあげ

する予定です。

3．第2回クラブ協議会開催の件

来る9月16日午後4時より　tt住よし’’に於いて

行います。登録料3，000円、各委員長は必ず出席

下さい。委員長欠席の時は代理の方の出席をお願

い致します。他多数の方の出席をお願い致します。

4．福島県各地の豪雨に対するお見舞についてのお

願い。「ガバナー月信」号外より

≪月信要旨≫

8月4日から5日にかけての台風10号くずれ

の温帯低気圧により、福島県各地に被害をもた

らし、1，000億を越す大規模なものでした。

小生も公式訪問の度毎にクラブ内の被害状況

などを聞き、僅かながら御見舞申し上げて釆ま

したが、地区内クラブからも「我々は何もしな

くてもよいのか」という声が聞えて来ましたの

で、情熱をお伝えし、会員銘々のお気持をとり

まとめる必要を痛感致しました。

ついては、ガバナー提案として緊急に次の措

置を取りたいと存じます。

1．被害状況のおしらせ（別掲）

2．義援金のとりまとめ（後記）

3．被害地の慰問（ガバナー及び分区代理）

○義援金は各クラブ会員の自由意志ですが、

できるだけ御同意を得、1人測0円程度

を目標としたいと考えています。

－以　下　略

ガバナー　九里茂三

以上ですが、皆様の同意を得て当クラブで取り

まとめたいと思います。あくまでも義務でなく自

由意志で500円の寄付をお願い致します。



（幹事報告）
松田士郎君

○例会日及び時間変更のお知らせ

1．酒田R．C、酒田東R．C両クラブ9月10．11

日の例会は講師を招いての合同例会の為

日　時　　9月10日（水）12：00～13：30

場　所　産業会館4階

講　師　犠端克明氏

登録料　1，500円

2．酒田東R．C創立記念日の為、例会時間の変更

日　時　　9月18日（木）P．M6：30

場　所　産業会館大ホール

登録料　　3，000円

○創立20周年記念式典のご案内→東根R．C

日　時　　9月15日（祭）

場　所　東根市立体育館

登録料　10，000円

○会報到着→鹿児島西R．C

09月9日（火）G．S．E歓送迎会により例会変更

は、その準備にS．A．A、国際奉仕委員会、親睦

委員会の皆様に応援を願いたいと思います。

「‾委員会報告〕

麺車重竿交換委盲亘　佐々柏彦署

来日帰国学生並びにオリエンテーション歓迎会が

蔵王の雲海荘で行われ、出席して参りました。

今年はオーストラリアから5人、アメリカから5

人、計10人でした。帰国学生は6名が出荷しました。

いづれも話をしてみますと、学生達は各々にひと廻

り大きくなり、伊藤久美さんなども出席前に比べる

と大変違しくなってまいりました。

内容は別途機会があれば文書で報告致したいと思

いますが、他の地区との話し合いの中で色々と問題

点が出てまいりました。それを地区では派遣につい

てのマニュアルを作ることに致しましたが、そのマ

ニュアルは受け入れの家庭を中心にまとめましたの

で、子供自身のナマの声が入っているかどうか疑問

ですが、子供達の声については、最初にお約束した

通りまとめるよう交渉してまいりました。

（出席委員会）
手塚林治君

1．年間皆出席

13年間皆出席　　小松虞穂君

2．8月100％以上出席　5名

張　175％

松　田　125％　　　山　口　125％

佐々木125％　　　新　穂　125％

3．8月100％出席　53名

秋野．阿蘇．藤川．早坂．飯白．石井．石川．石

黒．板垣（俊）．板垣（広）．市川．飯野．黒谷．小

池．小松．加藤（賢）．三井（貿）．三井（陛）．嶺岸．

迎田．諸橋．皆川．村中．松山．中江．中野．斎

藤（隆）．笹原．佐藤（忠）．佐藤（噸）．佐藤（衛）．

佐藤（友）．菅原．鈴木（善）．鈴木（弥）．関原．庄

司．斎藤（昭）．斎藤（庄）．高橋．丹下．手塚．富

樫．高田．塚原．富田．上野．内山．碓氷．若生

（親睦活動委員会）　藤川享胤君

1．9月会員誕生

小池繁治君．加藤　　賢君

本山　　弥君．上野三郎君

2．奥様誕生

三井　　糸様．三井順子様

本山京子様．関原秋子様

坂本美嘉子様．忠鉢泰子様

（ス　マ　イ　ル）

小松廣穂君　13年間皆出荷

佐藤元伸君　　3男が全日本中学校水泳大会で

200m、400mで全国優勝。

松田士郎君　　会員の紹介に敬称略が不統一であ

ったことに対して。

松山俊三君　　奥様が布花教室でお世話になった

ことで。

（ビ　ジ　タ　ー〕

鶴岡西R．C　　菅原年雄君，児玉光弥君

鈴木次良君

温海R．C　　　本間　毅君

1州ローtグリー－クラブ刑立。甘酢与∴一う・）　′哀認　L榊口31・6・27　幻ふ地区

巨　行　目J　㌧l司直　Lヮ場町　軌州南⊥会議所内　電・講　02こう5√2j17711

例会J基　頼lHH小量町物種餌　3階ホ一一ノし　例会　日　賦里火曜日　午後123（ト13日



アメリカ．テネシー州中・西部第676地区

G．S．E　歓　迎　会　特　集

団長　マーク　テ一・スミス

34才　弁葦士

団員　ランディ・ブルワー

33才　新聞編者

団員　ジェームス　デー・ハイアット

33才　大学教授

団員　ボブ・オースチン・ジュニア

30才　クレジットアナリスト兼

ローンレビューオフィサー

団員　ウォルター　ガーネット　ラッド三世

26才　石油卸業会社副社長

G．S．E　歓　迎　挨　拶

G．S．E団長マーク・スミスさん、団員の皆様よ

うこそお出で下されました。庄内分区並びに鶴岡ク

ラブでは心から皆様方を歓迎申し上げます。

7日夕刻山形空港に到着され、東根温泉へ。そし

て翌朝早く酒田市を訪問され、昨夜は日本へ来て始

めてのホームステイーは如何だったでしょうか？

ご家族皆様方の暖かいおもてなしがあった事と思い

鶴岡R．C会長　山　口　寛之助　看

ます。

当クラブでもG．S．Eの受入れに際しましては、

本年度の重要事業の一つとして国際理解と親善の為

に、関係委員会の方々、会員の皆様のご奉仕とご協

力によって準備をして参り、このような会を催す事

が出来ました。どうぞ今夜は旅の疲れを忘れ、言葉

は通じなくとも、心は通ずる事と思います。若い実



業人、専門職業人同志、時間いっぱいご歓談下され

ますようお願い申し上げます。

これから6週間程の予定で地区内各地を訪問され

研究・見学される訳ですが、どうかお体には呉々も

気をつけられ、山形・福島両県の良い思い出をお土

産に、訪問の目的を充分果され、無事お帰りになら

れます事をお祈り申し上げます。

尚、前年度4月には当クラブより木村日出夫さん

がG．S．Eに参加され、テネシー州西部第676地区

の御地で様々施設を見学し、研究して参り、貴地区

挨

第676地区アメリカ．テ

ネシー州のG．S．Eの皆さ

ん、よくおいで下さいまし

た。

昨日は酒田、今日は鶴岡

と、2日間の研修如何だっ

たでしょうか。

米の里庄内を知るには、

あまりにも時間が少なく、不可解な点もあったと思

います。本部通達により当初計画が変更になり、3

日間とはなりましたが、ここ庄内をスタートに、今

後約1ケ月余りの日程が待っております。どうぞ第

253地区の実態と日本の現状を充分に見聞され、今

挨

私は英語を忘れた老人で

ありますが、貴国を3回訪

ねております。南部では、

テネシー州ナッシュビルに

は行きませんでしたが、フ

ロリダのボガ・ラトン、ア

トランタ、ミシシッピーJ‖

ニューオリンズ、ダラス、

クラブ会員、多くの方々やホームステイーの家族の

皆様より大へんお世話になった事をご報告ありまし

た。改めて感謝申し上げます。

木村さんはそのご恩返しの為と思い、きっそくホ

ームステイーをお引受け下され、→生懸命奉仕して

くれています。

又、本日の為にS．A．A、親睦委員会、国際奉仕

委員会、会員の皆様、ホームステイーをお引受けド

されました万のご協力に厚くお礼申し上げ、簡単で

ございますが、歓迎の挨拶といたします。

拶

分区代理　北　楯　　　　学　君

後の国際ロータリー目標達成に御協力下さいますよ

うに希望致します。

なお、今回のG．S．E受入れに対し、各関係者の

温かい御協力と、藤川さん、木村さんを始めホーム

ステイー受入れの方々、並びに分区内の各クラブ会

長・幹事を始め、会員各位の温かい御支援誠にあり

がとうございました。厚く御礼を申し上げます。

又、本日は鶴岡クラブさんの御好意によりまして

例会変更を致し、G．S．Eの方々との交歓会を合せ

て行ないます。どうぞごゆっくりご歓談下さいます

ようにお願い申し上げまして、簡単ですが挨拶と致

します。

拶

バスト．ガバナー　石　黒　慶之助　署

などを訪ねております。南部の広大な大地と開拓魂

の旺盛さには驚きと敬服をおぼえました。それは若

い力であります。

日本は小さい島国ですが、人口は多く、年寄りの

多い国です。鶴岡市は日本の経済発展に少々遅れた

田園都市でありますが、市民の心は優しく、古い文

化に富む歴史の街であります。お米や魚、酒は日本

で非常に美味しい所です。



皆さんは日本を良く勉強され、日米親善活動に一

層のお力添えを願います。ドル安円高でお気の毒で

すが、楽しい旅行をお祈りいたします。

御　訪　問

皆さんこんばんは／／

私は、この度R．I676地区G．S．E訪問団のチー

ムリーダー、マーク・スミスです。

今夜、このような素晴らしいパーティーで皆様に

お会い出来ることを光栄に存じます。

私共は昨日当分区に到着致しました。この地方に

入って一番感動したことは、自然の素晴らしさと人

情の深さでありました。そしてそれは、私共の故郷

でありますテネシーと全く一緒なことに深く感激を

いたしておるところであります。

今年のR．I会長のターゲットはl－ROTARY

BRINGS HOPE”であります。今から数十

年前、ロータリーの創始者であるポール・ハリス翁

が抱いた大いなる希望と同じように、私共も大きな

希望を持って貴国を訪問致しました。

これからの5週間、当地区で色々な体験を致すこ

第676地区直前ガバナーH．L．Wasson氏へよろし

くお伝え下さい。

の　挨　拶

訪問団団長　マーク　テ一・スミス　氏

とでしょう。それらの貴重な体験を私共だけのもの

にすることなく、帰国してから、私共の仕事の仲間、

地域の仲間に分け合って、それが将来、日米両国の

より親密なる友交関係に寄与出来うる様頑張りたい

と思っております。

最後に、重ねて皆様の御友情と御厚情に深く敬意

を表します。

（会長報告〕
山口篤之助看

昨晩鶴岡へおいでになりましたG．S．Eの万々の

本日のスケジュールを申し上げます。

朝9時に市長へ表敬訪問し、約20分間、市長は鶴

岡市のP．Rをされました。其の後荘内銀行本店営業

部へ立寄り、ドルの交換と部長やG．S．EのOBの

本間さんなどから説明を聞いてきました。10時10分

頃、鶴岡工業高専校を訪問、清水校長より通訳なし

で学校の沿革について説明あり、校内の見学をさせ

ていただき、お茶菓子をいただき11時40分頃まで、

其の他ダイエーを見学、食事後、午後1時頃、木村

屋さんの工場を見学させていただき、専務より会社

の歴史や経営の信条等お話しあり、ケーキをご馳走

になり2時頃迄休憩し、玄関前でYBCラジオのイ

ンタビューあり、其の後、善宝寺の見学とご祈祷を

してまいりました。其の後、荘内日報を訪問し、1

日中ピッシリのスケジュールでございました。

G．S．Eスケジュール表

9月9日（火）　　8：40　物産館前集合

9：00　市役所訪問

10：00　高専訪問

11：00　ダイエー見学

12：00　第－インで昼食

13：00　木村屋工場見学

13：40　　YBCラジオ

インタビュー

15：00　善宝寺見学

17：30　荘内日報訪問



18：00　鶴岡R．C例会出帝（歓迎

会）。終了後、ホームス

9月10日（水）10：00　致道博物館前葉合

致道博物館見学

物産館で買物

12：00　中国飯店でお別れ昼食会

（委員会報告）

〔国際青少年交換車重〕佐々柏彦署

交換学生伊藤久美さんの帰国歓迎会について

1．期　日　　9月15日（日）P．M6：00

2．会　場　　中国飯店

3．登録料　　3，000円

（ゲ　ス　ト＿＿〕

分区代理　　北楯　　学君

分区幹事　　五十嵐　進君

温海R．C　　今野義介君．五十嵐　清君

酒田市四ツ興野　　高橋直子　さん

酒田市亀ヶ崎　　佐藤善子さん

酒田市宮海　　　　川俣次郎君

本間利雄君．進藤　　昇君

木村日出夫君．松田貞夫君

しビ　ジ　タ　二）

鶴岡西R．C　　加藤　広君．井上　彬君

加藤有倫君．佐藤進一君

鈴木次良君．中沢きよし君

大川俊一君

立川R．C　　　星川　　実君

ォ・・十◆・★一十■‘ヰノ

↓　ロータリー教室㈹
◆・ヰ‥一才∴・一よ．‥

ロータリー小史5（1372回例会会報より続く）

1911年の後半、ポール・ハリスはロンドンにもロ

一夕リークラブを結成しようと、当時ボストンに在

住し、イギリスでタオル製造業を営んでいたハーベ

イ・ウィーラーと接触をはじめました。その後まも

なく、ウィーラーと前出のアーサー・F．シェルド

ンそれにセイヤー・スミスの3人の努力で、ロンド

ンとマンチェスターにロータリークラブが誕生しま

した。

また、この年、ポール・ハリスは　t’ロータリー

クラブがすでに3月にアイルランドのダブリンに結

成されていたことを知るにおよびびっくりしました。

しかしその謎は、サンフランシスコ・ロークリ岬ク

ラブの元ロータリアン、スチュアート・モローがア

イルランドにわたっていて、ダブリンとベルファス

トにクラブを結成したことを知ったときにとけたの

でした。ポール・ハリスはモローに、ひきつづいて

アイルランドの内外でロータリークラブ結成のため

活動してくれるようたのみ、その結果、スコットラ

ンドのグラスゴーとエジンバラ、その他、イギリス

国内でいくつかのロータリークラブがうまれました。

ロータリー運動は、ひとたび大西洋をわたると、

急速に欧州諸国に広がっていきました。その結果、

1912年に米国ミネソタ州ドユールースでひらかれた

ロータリー大会で、ロータリーの正式な名称が「ロ

ータリークラブ国際連合会」と変更され、さらに、

1922年には、「国際ロータリー」とよばれることに

なりました。アメリカ以外から、はじめて国際口一

夕リーの会長がえらばれたのは、カナダのマ二トバ

州ウィニペッグのE．レズリー・ピジョンであり、

1917年のアトランタ国際大会でえらばれました。

（次回に続く）

棉帥巨ロータリーグラフ糾、一〔臼冊U34　6　9　ノ永日と　昭和34　6　27　25こう地F

j・｛棒1日J ll【‖古い‡］．巳J場町　鶴岡商工会議所内　電話（12こう5・罰17711

倒会場　柑抑いIJ榊汀物権館　3階ホール　例会　日　毎過大曜日　牛後123（ト1：封）
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（ゲストの御紹‾介〕
迎田　　稔署

9月は青少年月間ということで木村日出夫君のス

ピーチをお願い致します。彼は先週はG．S．Eの中

で流暢に英語を話しておりましたが、実は湯の沢で

依託を含めて約10ヘクタール（10町歩）の水田を耕

（ゲストスピーチ）

作する専業農家の長男でございます。連日農業に励

んでいる訳でございます。県立高校在学時代は交換

学生としてアメリカに、この前のG．S．Eでも行っ

てこられ、アメリカの農業も見てきた訳ですので、

その辺も含めて将来の農業をどう考えるか、若者の

考えをスピーチしてもらいたいと思います。

庄　内　の　農業　を　考　え　る

いつも鶴岡クラブの皆さ

んにお世話になりましてど

うもありがとうございます。

先日はG．S．Eの方々が

いらっしゃった時に私も同

行させていただき、いろん

な経験をさせていただきま

した。そして私、多分前の

スピーチで述べたと思いますが、私達は向うで非常

に歓迎を受けたものですから、今回彼らが鶴岡並び

に酒田の方を訪れまして、その時に皆様方から過分

な御配慮いただきまして、私からも御礼申し上げま

す。どうもありがとうございました。そして山形へ

向かう車の中でも団長さんが何度も何度も御礼申し

上げておりました。みなさんによろしくお伝え下さ

いとの事でした。そして山形では斎藤利世バストガ

バナーからも「鶴岡の皆さん大変御苦労様でした」

と、その様な伝言を賜わって参りました。

今日は「庄内の農業を考える」という題ですが、

木　村　　日出夫　君

私自身この様な大きな問題をスピーチする人間では

ないのですが、まあ自分の仕事ですので、いつも1

人田んぼで仕事しながら、たまには独り言を言いな

がら、鼻唄を歌いながら、又いろんな事を考えなが

ら仕事をしていますので、いつも考えている様な事

をスピーチしてみたいと思います。間違っている事

などあると思いますが、この様な若造もいるんだな

あと思い、聞き流していただけたら幸いです。

現在の庄内の農業を見てみますと皆様御承知の通

り米が一番大きな産業な訳です。そしてそれに多少

の野菜、後は浜中とか砂丘地の農業、イチゴとかダ

イコン、メロン、その様なものが大部分だと思いま

す。最初に米を考えた場合ですが、庄内の農家は全

国的に見ましても経営面積が大きい万だと思います。

最近の発表で山形県の場合は平均で－農家1ヘクタ

ール、全国的に見ますと大体0．5ヘクタール位です

から約2倍はあると思います。そして特にこの庄内、

鶴岡．酒田．飽海この辺では更にその面積が大きく

大体3ヘクタールから3．5ヘクタールが平均的な米



作り農家の耕作面積だと思います。そして機械化も

日本の中で一番進んでおりまして、道具はすべてそ

ろっているという様な状態です。

それが一つの泣き所にもなっている訳です。最近

はこの機械にかかる経費が非常に大きくなってきて、

その割には米の値段が上がらない、今年は据置き、

来年からは下がるのではないかと思われます。非常

に機械にかかる経費が大きくなってきまして、大き

な問題になっていると思います。

私は高校を卒業したすぐ後にロータリーより交換

学生としてオハイオ州に1年間勉強させて頂きまし

た。その時も農家の長男という事で農業には興味が

あって、いろんな畑を見る機会がありまして興味深

く見てきたのですが、今年またG．S．Eでテネシー

の農業を見てきました。そしてオハイオの農業とテ

ネシーの農業とは多少違ってまして、オハイオの場

合ですと小麦、トウモロコシを中心にした典型的な

アメリカの農業でして、そしてテネシーの農業はそ

れに果物が入ってきております。果物と野菜とトウ

モロコシと小麦、大麦等を栽培していた様です。ア

メリカの農業と日本の農業を比較することは面積的

にも不可能ですし、農業の形態からいってもまった

くむずかしい話だと思います。

日本の農業とは「盆栽的農業」と申し、小さな面

積に多量の時間とお金をかけまして細かく念入りに

行なう農業で、アメリカの場合は大型機械を使い大

ざっばに行ない、そしてなるべくコストを下げる。

簡単に言えばそういう形の農業であると思います。

そして経営面積も日本とはまったく比較にならず、

こちらの3ヘクタールから3．5ヘクタールというの

が向うの400エーカー（200ヘクタール）位の面積

になります。

最近新聞でよく話題になります米の値段が、日本

の場合は世界的な米の価格から見て約10倍位の値段

がします。アメリカとかで作った米と日本の米では

作り方も違うし、一概には比べる事は出来ないと思

います。でも実際の話、国際競争力がないというの

が現状です。これからはそれを改善するような方向

で進んでいくものと考えています。今年の場合は米

価が据え置きという形になりましたが、これは議員

さん達のおかげでありまして、本当は下がるべきと

ころではないかと、それが経済の原則からいっても

下がるのが当然ではないかと考えております。

実際、アメリカのカリフォルニア米とか、あの辺

の米と競争しようとすれば経営の方法を完全に変え

ていかなければならないと思います。今、鶴岡市に

農協が沢山ありますが、各支所で大休400～500ヘ

クタールあると思いますが、それを3人ないし4人

で耕作する方法でもっていかないとアメリカの米と

の競争はむずかしいのではないかと思います。

今、使用しているササニシキの種ですとそれが不

可能です。なぜかと申し上げますと、今の方法は20

年前にササニシキの種が出来た訳ですが、それから

手植えから機械植えになった現在でも基本的な栽培

の方法はまったく変っておりません。春に種をまい

て苗を作り、その苗を田んぼに植えていくという方

法です。そして雑草は除草剤を使って取り除く訳で

すが、その除草剤もなかなか力を発揮致しません。

一戸あたりの耕作面積も小さいものですから、どう

しても手を加えてなるべく多量に平らに出来るよう

に努力している訳ですが、なかなかむずかしい様な

状態です。

アメリカで使用している種は、最近はハイブリッ

ドと申しまして、病気には強く、収量が上がり大変

良い種でございます。アメリカの場合はその種の研

究に力を入れておりまして、向うは企業で種の開発

をやっておりまして、政府の援助がとても大きいよ

うでございます。小麦を例にとりますと、世界にあ

る小麦の90％の種がシカゴにあるという程です。

それに対して日本の場合はかなり遅れてまして、

去年あたり秋田小町という種が一般農家でも作れる

ようになりましたが、最近は米なんかを見てても、

新しい品種というのがいつからか出てない様に思わ

れます。新潟のコシヒカリ、山形・宮城のササニシ

キ、どちらの県もそうですが、最近は研究が遅れて

いる様です。

ササニシキも20年もたってくると遺伝学的にも最

初の良いところがだんだんなくなってきて、悪いと

ヽ－′ノ



ころがそろそろ出て釆はじめる、そんな年なんだそ

うです。始めのころは1反歩より8俵でスタートし

たんだそうですが、今では11俵位楽にとれる様です。

アメリカの場合ですと飛行機で種をまいて、肥料

も、除草剤もすべて飛行機で行なって、それでも1

反歩あたり14俵位とれるほど優秀な種を使っている

様です。種・除草剤の研究が大学との連携が非常に

うまくいっている様に思います。日本の場合ですと

農業改良普及所とかの機関がありまして、そちらの

万から我々農家の方へ情報が流れてくる訳ですが、

実際情報が庄内と内陸との格差がありまして、内陸

の万は庄内に比べて1週間位遅く、情報が内陸に合

わせてくるものですから、庄内ではすでに遅い情報

が流れてくるのが現状です。

これからの方向としましては、米はなるべく面積

を拡大し少人数で経営するのが望ましく、大きな改

革が望まれます。野菜とか生花等は地元で作った新

鮮な物が喜ばれますので、これからますます伸びて

行く様に思われます。減反のうまい利用法を考えて

いかなければならないと思います。若い人達はこの

様な問題を割と積極的に考えています。昔と違い農

業も高度な技術が必要となり、片手間ではなかなか

出来なくなってきております。私も落ちこぼれない

様に一生懸命がんばっております。

ロータリーの皆さんのおかげでアメリカの農業を

見せていただきまして、これをこれからの経営に役

立てたいと思います。

（会長報告〕
山口篤之助署

1．去る9月9日の例会を時間と場所を変更して行

いましたG．S．E団員の歓送迎会には、会員皆様

を始めS．A．A、親睦、国際奉仕各委員会の特段

のご協力によりまして誠に盛大に、又和やかに行

う事が出来ました。ご奉仕に厚くお礼申し上げま

す。翌日は朗10時に集合、物産館でショッピング

後、致道博物館を見学致しました。12時頃、中国

飯店で昼食し、団員の万からは日本ではお昼から

こんなに多くのご馳走を食べるのですか、などと

質問が出る程で、7品以上の料理で満足して山形

中央分区へ無事引継ぎました。北楯庄内分区より

も大へん感謝されました。

2．会員の皆様ご承知のNHK放送局の坂本耕一さ

んが、手厚い看病も空しく去る9月11日午後6時

5分、消化管、腹こう門出血の為お亡くなりにな

りました。多くの方々より献血をお願いしました

が誠に残念でした。坂本さんは昨年8月に入会さ

れ、会報委員会に所属され、今年度は広報委員長

をお願いして、5月の米沢市での地区協議会にも

出荷され、クラブの為にご活躍されました。坂本

さんのご冥福をお祈りして黙祷を奉げたいと思い

ます。

3．告別式は9月13日午後1時30分、般若寺さんで

行われ、多くの会員の方々が参列され、厳粛に行

われました。クラブからは規定によりお見舞いと

ご香典、生花、弔辞をお供えしました。

4．9月15日（月）祭日、東根R．C創立20周年記念

式典にはクラブを代表して板垣広志さんより参列

していただきました。ご苦労様でした。

5．本日4時より第2回クラブ協議会香住よしで行

います。各委員長さんは是非ご出荷願います。尚

終了後5時30分より懇親会を行いますので、親睦

を深める為にも多くの方のご参加をお願いします。

6．9月23日（火）は秋分の日で例会はお休みとな

ります。お間違いのない様お願いします。

（幹事報告）　松田士郎君

1．国際ロータリー南西太平洋地域大会参加のお知

らせ

11月13日～16日までオーストラリアのアデレー

ドで開催されます。詳細は事務局まで。

1．1987年卓上用ロータリーダイアリーのご案内

1部1，000円　申込者は事務局まで

1．東北電力㈱鶴岡営業所より資料「東北電力情報

Nm30」到着、回覧。

1．会報到着、回覧

東京ウイークリィ、鶴岡西R．C、酒田R．C

酒田東R．C、遊佐R．C

l．活動計画書・活動報告書到着、回覧。

遊佐R．C



1．国際R．C第268地区西宮夙川R．C認証状伝達式

のご案内

日　時　11月6日（木）午後4時点鐘

場　所　宝塚ホテル

登録料　15，000円

故NHK局長坂本耕一君の告別式の御礼

皆さんこんにちわ。NHKの山形放送局の佐藤で

ございます。山形R．Cに所属しております。先ほど

会長よりご紹介ありましたように、故坂本局長の当

クラブ所属中、一年余りでありましたが皆々様には

親しくお付き合い頂きまして本当にありがとうござ

いました。又、8月4日に病院に入院した訳であり

ますが、その後ロータリアン皆様がたの御協力を得

まして献血をお願い致しました。奥様も大変感謝し

ておりますが、本来ならば伺って御挨拶すべきであ

りましょうが、私によろしくとの事でしたのでお伝

え申し上げます。本当にありがとうございました。

又、告別式の際は多数の方に御参列頂きましたが、

会場取り込んでおりまして、いちいち御挨拶出来な

かった事をお詫び申し上げます。

坂本さんについては皆様御承知のように、もとも

と本職はカメラマンでございました。日本にテレビ

が出来て最初の頃は映画界からカメラマンが参りま

NHKL山形放送局局長　佐　藤　益　窮　氏

したが、坂本局長はNHK生え抜きのカメラマンで

ございます。外国もかなり方々まわっておられます。

お世辞でなくNHKの中で10本の指に入るカメラマ

ンでございました。なお坂本さんは富山の御出身で

ございますので、いずれ時期が来ましたら富山の土

になるというふうに奥様より伺っております。当ク

ラブ所属中、入院中又告別式、それぞれ本当にあり

がとうございました。御礼申し上げます。

これで普通NHK放送は終る訳でございますが、

コマーシャルをNHKはしない事になっております

が、今日は特別に1つだけコマーシャルをさせて頂

きます。実は山形放送局が昭和11年11月30日に開局

致しました。満50周年を迎えます。鶴岡放送局は5

年ほど遅れましたが、実はその50周年を記念しまし

て、今週19日から山形松坂屋において面白放送博を

開催致します。24日まででございます。山形の近く

にお越しの際にはぜひお立ち寄り下さい。

故坂本耕一君への献血に対する御礼

只今NHK山形放送局長の佐藤君より御礼の言葉

がございましたので、重複する件に関しては申し上

げませんが、供血をお願いするにあたりまして詳し

い病名その他は伏せさせて頂きたい、こういうお願

いで特別供血をお願い致しました。新聞に病状その

他書いてありましたので、だいたいのところはご存

じだと思いますが、実際にはS字状結腸悪性腫瘍こ

れが最初の診断でございます。属にいう大腸ガンと

いう事です。

逝去に至るまでの経過を簡単に申し上げますと、

第1回目の手術を8月7日になさいました。回復が

遅いという事で1週間後第2回目の手術をした結果

縫合ミスが見つかり、縫合ミスのため腹膜炎を起し

ていた為、2回目の手術できれいに洗浄したという

佐々木　吉吉　彦　君

事です。ところが回復しないので、その後1週間後

に第3回目の人工肛門をつける手術を致しました。

その後人工肛門が脱落いたしましたので、第4回目

の手術を行ないました。その間回復に全力を尽した

のですが、出血が非常に多いという事で、24日から

供血を開始致しました。24日までにはNHKの職員

のみなさんが、山形から血液を運んだりして補って

いましたが、とても足りないということで例会の時

に皆さんにお願い致しました。28日からこちらの方

で供血を開始致しました。皆さんからいろいろ御協

力噴きまして、実際に登録していただいた方は130

人を越え、その中から血を頂いたのは、およそ107

人位ではないかと思われます。各人に御礼を申し上

げる事が現在出来ない状態ですので、供血をして頂



いたそれぞれの会社、事業所の万々には、先程奥さ

んとお話し致しましたところ、今日とりあえず私が

友人代表として御礼を申し上げておくという事で御

了解いただきたいと思います。

新聞には本籍が名古屋というふうに書いてありま

したが、名古屋はお父さんがお生れになった所で、

中学1年の時に疎開で富山、お母さんの実家に戻ら

れ、そこにお墓がありますので、お骨はそこに納め

るということでございます。

在任期間は広島、東京、名古屋、郡山、ここを行

ったり来たりで、最終の着任地は鶴岡でございまし

た。ここが柊の棲家になるので、ここでお葬式を

出していただきたいと奥様のたっての御要請で、鶴

岡でさせていただきました。御宗旨は禅宗という事

でございましたが、鶴岡でこのクラブに私と藤川君

がおいでになります。そのお二人から最後を見てい

ただきたいという奥様の申し出ございました。そこ

で般若寺で告別式をあげさせていただいた訳でござ

います。

坂本君はカメラマンとしては非常に優秀な方で、

又、暖かい目で物を見る方でございました。私共の

幼稚園に今年の4月から1週間に数回お通いいただ

きまして、子供達と共に遊びながら記録を撮ってい

ただいていました。それも未完成という形で終って

しまい非常に残念です。

皆様がテレビの中で御覧になった坂本君の業績は

ソ連のオリンピック、「自治」という番組ではヨー

ロッパ・アメリカ全土をまわっております。それか

らグアムに横井庄一さんと共に、ルバング島に小野

田ヒロオさんと共に、天皇御訪米の際にはカメラマ

ンとして御同行されました。このような輝かしい業

績がございます。

9月11日に人工心肺をつける所までまいりました

が、これは奥様のたっての希望で坂本さんが人工心

肺をつける様になったら、これは絶対にしないでは

しいというお話があったという事で、人工心肺をは

ずしました、という御報告がありました。ひとつひ

とつ細かく申し上げる時間がございませんが、大体

の経緯としてこの様な事を申し上げておきます。亡

くなられてから病理解剖をさせてほしいと病院の申

し出がございました。腹部を病理解剖をした結果を

伺いましたところ、肝臓が約1．5倍に肥大し、副腎

が3分の2の大きさに縮少していたという事でござ

いました。その他軽い脳梗塞の状態も併発していた

という事でした。

今は何を申し上げても仕方がない事ですが、非常

に残念な事を致しました。皆様に供血に際して大変

御協力いただいた事御礼申し上げ終りたいと思いま

す。ありがとうございました

「市民の森の会」よりお願い

三井　　健君

今年度も市民の森の会に御入会をお願い致します。

年会費が1口500円で、伺口でも結構でございます。

よろしくお願い申し上げます。

せ一夕リー財団委員亘
手塚　　拓君

今日はロータリー財団の寄付の日です。1人1ド

ル以上よろしくお願い致します。1ドルは156円で

すが、1円玉がないと思いますので、160円お願い

致します。

総額8，816円集まりました。

ありがとうございました。

⊂鱒誌委員会＿〕
加藤和一署

最初に今日皆さんの方に配布なっておりますが、

バナー月信が前年度の最終号でございまして、前年

度の総括としてとりまとめになっております。当ク

ラブからもバストガバナーの石黒慶之助先生の所感、

それからG．S．Eの木村日出夫君の帰国報告等が掲

載なっておりますので、ぜひご覧頂きたいと思いま

す。それから、おとといの9月14日に第253地区の

クラブ情報・広報・雑誌委員の特別研修会がござい

ましたので、米沢に行ってまいりました。研修会の

内容を簡単に申し上げたいと思います。

研修会には九里ガバナー先生、それから会津若松

R．Cのノミニーの志藤和夫先生等、沢山地区の情報

・広報の委員の方々が講師として、約半日間行なわ

れました。



内容を簡単に申し上げますと、本年度国際R．Cの

ターゲットは「ロータリーは希望をもたらす」とい

う事になっておりますが、それを受けまして当253

地区の九里ガバナーはサブタイトルとしまして「ロ

ータリーをみんなに」という事を提唱しております

ので、広報それから情報・雑誌が非常に大切だとい

う事を強調しておられまして、本来ですと分区ごと

にフォーラムを計画いたしましたけれども、なかな

か日程がとれませんので、今日の研修会になったと

いう事でございます。

ガバナーのお話の中で要点を申し上げますと、や

はりロータリーの原点を探る事がまず大切ではない

かという事で、次の3つの点を強調しておられまし

た。1つは我々ロータリー内部の事でございますが、

優れた先輩やそれぞれの諸先生の業績、思想につい

てお互いにもっと勉強し合おうという事が1つと、

2番目としまして」投社会から理解されている部分

が不足しているのが現状ではないかという事を反省

と同時に、一般社会地区を巻き込んだ行事も考える

必要があるのではないかという事をおっしゃってお

られます。3つ目は広報・情報の原点はまずお互い

の勉強であるという事であるとおっしゃっておられ

ました。

最後に、大変いい言葉だなあと思ってお聞きして

釆ましたが、いろいろ花がございますが、ロータリ

ーの場合も花を咲かせる根が我々会員でございます。

その花に肥料を与えなければならない。その肥料が

広報・情報・会報・雑誌の各委員会がそれに当たる

という事だとおっしゃっておられました。なお関連

の資料がありましたので、幹事の方に渡してありま

すので各委員長さんご覧下さい。

それから最後に来年の話になりますが、5月22日

から24日まで2泊3日で、米沢西R．Cがホストにな

りましてライラの開催を予定しておりまして、その

ポスターが早々とまいっております。開催間近にな

りましたら1会員1枚ずつ再度ポスターを配布した

いと思っています。各関係企業、関係のない企業か

らもぜひ青少年を参加していただいてほしいとの要

請がございました。

簡単ですが以上で報告を終わらせていただきます。

（親睦活動委員会）　関原亨司若

布花教室の開催日が迫っております。申し込みま

だの人は至急お願い致します。

笹原桂一君
ホールイン・ワンおめでとう

去る9月17日湯野浜カントリークラブで開催され

ました当クラブのゴルフコンペで笹原桂一君が、ア

ウトの7番で見事ホールイン・ワンを達成されまし

た。使用クラブは6番アイアンでした。おめでとう

ございました。

なお、成績は以下の通りです。

優　勝　飯野準治君

準優勝　藤川享胤君

第1位　加藤　　賢君

B．B　　富田孝一君

（ぉ詫びと訂正）

第1372回例会の池田好雄様のゲストスピーチの会

報の中に誤字がありました事をお詫び申し上げます。

浜田寸射子さんの「講演」を「公演」に訂正さ

せて頂きます。

又、池田好雄様に御迷惑おかけしました事、お詫

び申し上げます。

（ス　マ　イ　ル）

藤川享胤君　　G．S．Eで大変お世話になりまし

（ゲ　ス　ト）

木　村　日出夫君

（ビ　ジ　タ　ー）

山形R．C　　　佐藤益窮君

鶴岡西R．C　　佐藤　　拡君．石黒慶一君

古川暢一君

机冊。一一夕日一一クラブ別工　畔糾3主（う　9　水認　冊LJニ札（う　27　25LH也［メ
Lil。秩局　　岡F寺J塙場町　鶴岡腐」二会議「和ノ」＋電∴講（12：】5■紬7711
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〔‾会員スピーチ＿〕

宇宙船で　は　立　って寝　る

日本の宇宙開発も大分進

んできました。今年は種が

島の宇宙センターから、H

－1ロケットの試発に成功

しました。米国のスペース

シャトルの打ち上げの事故

の後でありました。新聞で

は日本の成功を大きく取り

上げました。H－1ロケットには、第2段目に液体

水素、液休酸素エンジンが初めて用いられました。

これによって大きな推力で、しかも精度の高い打ち

上げが可能になった訳であります。

日本ではこのロケットを使って、静止衛星をのせ

て商業活動に入ろうとしております。日本にやっと

情報時代の基礎が出来たといえましょう。

しかしH－1ロケットの推力は、550kgの衛星打

ち上げ能力しかありません。スペースシャトル用の

ブスターは．70ton位ありますから、彼我の差はまだ

であります。

技術や科学の世界では、このように各国のポテン

シャリテーが問題になります。人間には創造性と技

能力との2つの能力があるように、技術のポテンシ

ャルは技術開発力と工業力とがあります。

たとえば学生にも2つのタイプがあります。発想

のよい学生と計算の出来る学生、お店でもセンスの

良いお店となんでも安く揃うお店があります。

鶴岡高専校長　清　水　二　郎　署

日本の特徴はどちらかというと後者のほうにあっ

たと患います。

すなわち、技能が優れ、工業力が強く、計算をや

らすと素晴らしく速く、何をやらせてもそつがない。

これが日本の特徴でありました。

ですから自動車のように、既に原理が確立し、大

衆化し、スピードよりは、信頼性が要求されるよう

な工業では、10，000近い部品数を規格どおりに揃え

て正確に組み立てる…これを工業力と定義しますと、

ここでは抜群の力を発揮します。

先程ロケットの話しをしまして、彼我に大きな差

があると申しましたが、原理が分ってしまいます。

あとは工業力の問題であります。たぶん21世紀には

日本のスペースシャトルが活躍すると思います。

しかし、この宇宙開発が終わったらどうしようと

いうこととなると、はたと困ります。

そんなことから、創造性とか、技術開発とか、発

想性とか、センスとかが、云々されるようになりま

した。

ここで皆様に考えて戴くために1つの話しをしま

す。雲形定規はどんな曲線にも合わせることのでき

る定規です。

M．Ⅰ．Tの教室のことです。ある学生が、「この

雲形定規の曲線には何か法則があるのであろうか」

といいました。その中にリチャード・ファイマンと

いう後にノーベル賞を貰った学者がおりました。そ



のファイマンが、「あるさ。平面上で回転させた場

合、その方向に関係なく極小点で引かれた接線はⅩ

軸に平行になる」と答えました。教室上の学生が一

斉に雲形定規を出してそれを試みました。勿論その

とおりでありますので、全員が納得したそうです。

この話しには落ちと教訓があります。曲線に引い

た接線の傾きは曲線の微分値になります。すべての

曲線の極小点では微分係数は0となります。

しかし、もっとやさしく考えて下さい。

2次曲線（放物線）の頂点の接線がⅩ軸に平行で

あることは中学時代に習った筈です。ファイマンは

ただ曲線の定義を雲形定規の上で言ったにすぎなか

ったのです。

教訓1．

視点を変えて出されると、ものの本質を見つける

ことがいかに難しいかということであります。

私の友人に、アメリカ人でクズネック君というの

がおります。NASA（アメリカ宇宙開発局）に勤

務しておりますが、彼の専門は熱工学で、宇宙服の

設計者です。

彼にある日、「宇宙ではどうやって寝るの。」と聞

きましたところ、彼がニヤニヤ笑いながら「立って

寝るんだよ。」と答えました。

スペースシャトルの計画の中に、宇宙で合金をつ

くる実験があります。地球上では重力のため、重い

分子、軽い分子が分離してしまいます。宇宙の無重

力の下では、両者は拡散しあってよく混じり合いま

す。この原理を使ったものです。

重力の影響を受けないから、下に落とさないと考

えるのは少し観点を考える必要があります。正確に

は宇宙船の中では上下が無いと考えるべきでしょう。

ここにスペースシャトルの中の写真があります。

この人は座っていて、この人が空中に浮かんでいる

のではなく、実はどっちも上下が無いのです。上、

下もなければ実は、表、裏も無いのです。

宇宙が無重力である、ということの原則をしっか

りと理解していれば、このような質問は無かった筈

です。

それでは宇宙船の中の環境の制御について考えて

みましょう。宇宙での環境をどう理解したらよいか

が問題です。

熱の移動について地球上と宇宙とを対比して考え

てみましょう。

地球上　　　宇　宙

重　力　　　上、下がある　　　無

対流・伝導　　空　　気　　　無

幅　射　　　あ　　る　　　無

この表を見て、ちょっと考えて戴くとこれと同じ

ような環境が魔法瓶であることに気が付くでしょう。

宇宙船に乗っているということは、全く、魔法瓶

の中に入っているようなものです。宇宙はさぞかし

寒いだろうと思われますが、ほおっておかれても全

く冷えることはなく、かえって人間の発熱でどんど

ん中が熱くなるばかりであります。

即ち、スペースシャトルや宇宙服はすべて冷房機

だけを持てば良いということが理解できます。

教訓　2．

本質を整理すれば、どんな難しそうなものでも、

設計は出来るということです。

本質を整理して理解することの出来る人が意外に

少ないことを、自分を含めて反省しております。

〔会長報告）
山口篤之助君

1．去る9月16日第2回クラブ協議会を行い、24名

の会員の方が出席され、「活動が始まってからの

委員会の反省と方針」について各委員会より報告

ありましたが、新年度になって2月半ですので、

今後の活動に期待する委員会が多い様でした。

2．9月17日、中学校・高等学校英語弁論大会が第

2学区コミュニティーセンターで行われました。

理事の青少年奉仕委員会の塚原初男さんよりご出

席していただきました。後程ご報告があると思い

ます。其の折の礼状が参ってますので朗読致しま

す。

3．東根R．Cより創立20周年記念式典並びに祝賀会

ー／



開催の御礼状が参ってます。朗読致します。

4．9月28日、立川R．Cのホストでインターシティ

ー．ゼネラル．フォーラムが立川コミュニティー

センターで行われました。佐々木霊彦さんのご好

意でマイクロバスを提供していただきました。感

謝申し上げます。

クラブより11名参加、午前10時30分点鐘、開会

行事が11時終了、11時10分より全休会議、フォー

ラムリーダーに石黒慶之助P．G、モデレーター大

滝博介さん（余目R．C）、アドバイザー和島茂男

さん（酒田東R．C）の万が担当されました。

「高令化への心づかい」

ィ．豊富な知識と経験を生かして、出来るだけ

社会に参加出来る様にする事。

ロ．高令者の立場に立って物事を考え、100％

は不可能でも、せめて20％位は相手の事を考

え、現実に促して行けば解決の道は開ける。

午後の全体会議12時50分より

モデレーター　藤川　享胤さん

アドバイザー　本間儀左二門さん（温海R．C）

「各分区内各クラブの問題について」

ィ．地域社会に密着した社会奉仕

・金銭の寄附よりも計画を自主的に決める。

ロ．時間と労力を奉仕、貴重な汗を流す。

◎　次年度Ⅰ．G．F開催地は八幡R．Cと決定。

庄内分区代理に高橋省吾さん

八幡電子工業E且社長

⊂亘二を麺コ∈）松田士郎署
○例会日時変更のお知らせ

1．八幡R．C

9月27日（土）をアユ例会の為

日　時　　9月27日　P．M．6：00

場　所　八森自然公園内八森荘

登録料　　3，500円

2．酒田R．C

l0月8日（水）の例会を芋煮会の為

日　時　10月5日（日）A．M．11：30

場　所　河川公園（雨天産業会館4階）

登録料　　3，000円

3．遊佐R．C

l0月7日（火）の例会を芋煮家族会の為

日　時　10月7日（火）P．M．6：30

場　所　磯兵衛

登録料　　4，000円

○会報の到着のお知らせ

1．鹿児島西R．C

O記念式典のご案内

1．いわき勿来R．C

日　時　11月2日（日）P．M．1：00

場　所　　ウェディングパーク八幡台

やまたまや

登録料　　8，000円

2．東京山の手R．C認証状伝達式

日　時　11月26日（水）

場　所　新高輪プリンスホテル

登録料　　20，000円

（委員会報告）

（」．G．F報＿阜⊃
松山俊三吉

去る9月28日（日）第お3地区庄内分区のインタ

ーシティー．ゼネラル．フォーラムが立川コミュニ

ティーセンターで開催されました。

庄内分区9クラブより134名が出席し、午前10時

30分点鐘、午後4時30分迄熱心な意見の交換があり

ました。

来賓として館林立川町長の歓迎の挨拶があり、続

いてフォーラムリーダーであるバストガバナー石黒

先生を中心にモデレーター、アドバイザーにより、

下記の2つのテーマにつき全体会議方式で運営され

ました。

フォーラムテーマA tt高令者への心づかい”

フォーラムテーマB

tt分区内各クラブの問題についで’

上記意見交換の内容につきましては、時間の関係

があり省略しますが、初めて出席しました感想のみ



申し上げます。

①　今回のホストクラブである立川ロータリークラ

ブ全員による受入体制の御苦労と、フォーラムリ

ーダー、モデレーター、アドバイザーの心強い運

営と適切な御指導にお礼を申し上げたい気持ちで

一杯です。

㊥　各テーマの意見の発表で、流石各分野で活躍し

成功されている方々だけに、貴重な意見が多く、

又、ロータリー精神がしっかり生かされて成功し

ていることに気づき、私にとり、非常に勉強にな

りました。

④　私のように、今日までただ夢中で自分の仕事だ

けやってきた人間にとっては、もっと巾広くロー

タリー精神の神髄を学び、吸収しなければならな

いと痛感し、これからもロータリーの場、仕事の

場で一層の精進をしていきたいと思います。

（j少年奉仕委員会）塚原初男看

第38回田川地区中学校・高等学校英語弁論大会が

9月17日（水）第2学区コミュニティーセンターで開

催されました。当クラブから各部の優勝者に賞状と

楯を贈りました。

各部の優勝者

中学校暗唱の部

嶋屋道子　さん（大山中3年）

中学校スピーチの部

大久保　英　さん（鶴3中3年）

高等学校スピーチの部

石黒聡子　さん（鶴南高2年）

〔垂鱒活動委員会〕関原幸司君

09月25日第1回布花教室が10名の参加で無事終了

しました。2回目が10月2日の予定です。奥様に

宜しく。

010月15日に釣大会を計画しております。

⊂室：二二し空っ

石黒慶之助君　　庄内分区のLG．Fに於て、リー

ダーを務め、皆様のご支援に感謝

して。又、田川地区英語弁論大会

にて孫娘が優勝し、当クラブより

寄贈された立派な記念品をいただ

いた事に感謝して。

石黒慶一君　　田川地区英語弁論大会で娘が優勝

（鶴岡西R．C）　して。

佐々木忠彦君　　9月21日YTSのボラントピア鶴

岡のTV番組に出演して。

坂本局長の奥様　　生前に献血等で大変お世話にな

った事に感謝して。

菅原辰吉君　　アジア大会に於て水泳の佐藤浩志

選手が1．3位、重量挙げの佐々

木保重選手が3位に入賞して。又

次回ソウルオリンピックにも期待

して。

笹原桂一君　　9月17日第1回鶴岡R．Cゴルフ大

会に於てホールインワンを達成して。

飯野準治君　　同大会にて優勝して。又、ホール

インワンの立合料も含めて。

藤川享胤君　　同大会にて準優勝してと、1．G．F

にてモデレーターの大役を果せて。

加藤　賢君　　同大会にて第1位になって。

塚原初男君　　LG．Fを欠席したお詫びと9月28

日の第2回鶴岡信用金庫理事長杯

争奪40才以上ソフトボール大会に

大西町チームの一員として出場し

優勝して。打率13打数11安打

小松広穂君　　某日某銀行の釣大会で優勝した事

と、釣キチのt呼び水”として。

〔亘二三LL±⊃
酒田R．C　　　佐藤英介君

立川R．C　　　滝　　禅源君

鶴岡西R．C　　鈴木昭吾君．石黒慶一君

菅沢久弥君．桜井　　晋君

桜井　　清君．市谷義雄君

柳川ローダ；一一クうフ削」’′　H綱目こう4　b　9　ヰ＼認　町印3壬　6　27　25日出巨

jT【彷J．】J r・1日†J∴い碁別　紙剛福l‾会議日和勺　宣謡（）2こう5‘2」j7711

例会J長与1紬．」．†川J士朗」物産貼：‖皆ホール　例会　臼　妬坦火曜日　午後123（ト13。



（会員スピーチ）

成　　人　　病

我国の三大成人病は癌、

脳血管疾患、心疾患である。

1）癌の予防（癌の約半数

は胃癌である）

亘）偏食をしないでバラ

ンスのとれた栄養をと

る。

（彰　なるべく同じ食品を

繰り返し食べない。

㊥　食べすぎを避ける。特に動物性脂肪のとりす

ぎを避ける。

④　深酒をしない。特にタバコを吸って酒を飲ま

ない。

㊥　適量のビタミンA．C．E、繊維質の食品を

よくとる。

㊥　塩辛いものを多量に食べない。あまり熱いも

のをとらない。

（り　カどのはえたものは食べない。

④　ひどくこげた部分は食べない。

㊥　朝食を食べる。間食を避ける。

㊥　規則的な運動、十分な睡眠を心がけ、適正な

体重を保つ。

2）脳血管疾患

①　脳出血の予防

（1）高血圧の予防

（2）すでに高血圧の人は、その治療を充分に持

の　　予　　防

高　橋　良　士　君

続する。

（3）食塩の制限

（4）アルコールのとりすぎ、ふとりすぎを避け

る。

（5）お酒を飲んだら安静に。

（6）暖房を充分に、トイレまで。急激な温度変

化を避ける。

（7）トイレと風呂での注意。

（8）ストレスを避け、規則正しい生活、充分な

睡眠、適当な運動、便秘を避ける。

（9）重労働、特に徹夜での重労働を避ける。

㊥　脳血栓の予防

（1）高血圧の予防、早期治療、充分な管理。

（カ　動脈硬化の予防、早期治療。

（3）糖尿病の早期治療、充分な管理。

（4）多量飲酒、多量喫煙、カロリー過剰、ふと

り過ぎを避ける。

（5）一過性脳虚血発作病の治療を充分に行う。

3）心　疾　患

①　虚血性心疾患、心筋梗塞で代表される。

心筋梗塞

狭心症

㊥　弁　膜　症

（む　先天性心疾患

心筋梗塞の予防法

①　動物性脂肪の制限。



㊥　コレステロールの多い食品の制限。

㊥　カロリーの過剰、食べすぎを避ける。

④　砂糖のとりすぎもよくない。

（む　タバコの制限。

㊥　糖尿病のコントロール。

①　精神的ストレスを避ける。

（め　高血圧のコントロール。

㊥　適度な運動を日課とする。

⑲　高脂血症の早期発見と治療。

⑭　高尿酸血症の早期発見と治療。

⑲　以上の動脈硬化の治療に通じる。

⑲　梅毒、リュウマチの予防と治療。

⑲　心臓病の予防は子供のときから。

⑯　若いときから心電図など、心臓の検診を受け

る。

⊂套‾‾‾長畢＿＿j⊃
山口篤之助署

1．第4回定例理事会の議決事項の報告を申し上げ

ます。

（1）空席になっております広報委員長に田中錦造

さんを選任致しました。広報については地区ガ

バナーの重点目標の1つになってますので宜敷

くお願い申し上げます。

（2）三井病院さんの創業37周年と工事竣工記念が

来る10月11日グランド．エルサンで行われ、ご

招待状をいただきましたが、丁度地区大会と重

なりましたので、お祝儀として生花をお上げ致

す事にしました。

（3）台中港区R．Cより送られました小中学生児童

の作品展示と、当地より創立15周年記念にお送

りした作品の返却と賞状並びに記念品の授与に

ついて。

㈹　先に鶴岡市ボランティア協会より盲人用点字

ワ一プロ購入の件、社会奉仕委員長布施さんが

調査しました結果、寄附に応じても良いと考え

る。

2．財団奨学生選考結果について

クラブより篠崎実さんと佐藤利夫さんをご推薦

申し上げましたが、残念ながら両名とも選に漏れ

たとの連絡を地区より受けました。

3．庄内分区インターシティー．ゼネラル．フォー

ラムの開催の折の礼状が立川クラブ会長より参っ

てます。

4．新入会員笹原信一郎さん（荘内銀行頭取）の推

薦を満場一致で承認されました。

（幹事報告）
松田士郎署

○例会時間変更のお知らせ

1．酒田東R．C

l0月16日（木）の例会　いも煮例会の為

日　時　10月16日（木）　P．M．6：00

場　所　御園別館

登録料　　3，000円

○会報到着のお知らせ

1．鶴岡西R．C

O国際ロータリー年次大会のご案内

日　時1987年6月6日（土）～6月10日（水）

場　所　西ドイツ　ミュンヘン

くわしくは事務局迄。

○認証状伝達式のご案内

国際ロータリー第253地区白河西R．C

日　時　11月8日（土）P．M．1：30

場　所　新白河サンプラザ

登録料　10，000円

O「高速交通網庄内市民シンポジウム」開催のご案

内。

主　催　（社）鶴岡青年会議所

日　時　10月17日（金）　午後6時30分

会　場　鶴岡市中央公民館　市民ホール

是非参加を御願い致します。

○わが国のロータリークラブの始祖とも申すべき方

で、ロータリー精神をもって献身的に社会奉仕事

業に尽力された米山梅吉翁の「無我の人米山梅

吉」という本が内田稔著で発行されます。

1冊2，500円　郵送料別0円です。



必要な方は事務局まで申し込んで下さい。

○年次大会へ参加の方は、例会終了後打ち合せがあ

りますのでよろしくお願い致します。

（御礼の挨拶〕

晶認諾蓋矢部　晋様
ご紹介戴きましたNHK放送局の矢部です。貴重

な例会の時間を戴き大変ありがとうございます。

すでに御承知の通り、前任者の坂本耕一の件につ

きましては大変御協力を戴きまして、既に佐々木様

には大変御苦労を戴きまして、佐々木様から色々と

経過等についてはお話されていると思いますので、

省略させて戴きます。

大変短時間の中で結果的に181名の多くの万の御

協力を戴きながら大変不幸な結果に終り、皆様の御

好意に報われなかったことが大変残念で、申し訳な

く思っております。非常に急な事でもあり、奥様の

動揺が激しく、又、181名の多くの名簿の整理等、

手違いがあり、御挨拶や御礼等も遅れ大変申し訳な

く思っております。その辺の事を御賢察を戴きお許

しを戴きたいと思っております。

奥様のお気持ちもようやく落ち着きまして、今日

東京の方へ行き、これからの落着き先等をどこにす

るかを相談のために上京しておりますので、帰りま

したら又皆様に御挨拶をする機会もあると思います

ので、その時にはよろしくお願い致します。

現在、職員一同皆様から寄せられた御好意に報い

るべく精進してまいりたいと思っておりますので、

何卒御指導御鞭鍵をこれまでにも増して御願い出来

れば大変ありがたく思います。

今日はほんとうにありがとうございました。

（＿埜竺型旦撃阜＿〕佐々柏彦署

故阿部のぼる先生が、昭和30年に荘内日掛こ連載

された小説「柿の実」が1冊の本になりました。

先生が亡くなられてから、今年で7回忌を迎えま

す。この秋（10月26日予定）追悼法要を厳修いたし

ますが、それを記念して御仏前に奉呈したいと、生

前ご関係の深かった方々で実行委員会を作り、この

夏から製作にかかっておりました。

1，000部の限定品なので、ロータリアンの方から

は是非お読みいただきたいと思います。

○柿の実刊行実行委員会（噸不同）

鶴岡ユネスコ協会会長　　　三　井　　　徹

鶴岡ユネスコ子供学校長　　若　松　多八郎

鶴岡ロータリークラブ　　　市　川　嘩　雄

鶴岡ロータリークラブ　　　中　江　　　亮

山形大学農学部教授　　　　村　井　貞　彰

阿部次郎をしのぶ会会長　　鈴　木　正　治

松山町山寺　宝蔵寺住職　　佐々木　誌　彦

○御申込先

ロータリークラブ事務局

○刊行予定　10月中旬

○廉　　価　1，000円

代金は現品お渡の後いただきます。

（委員会報告）

（出席委員会）松田士郎看代理

〇年間皆出席

な　し

09月100％以上出席　9名

200％　張

125％　加藤（和）．松田．松山．佐藤（衛）．

佐古田．佐々木．碓氷．山口

0100％出席　亜名

阿蘇．藤川．布施．平出．飯白．石井．石川．

石黒．板垣（俊）．板垣（広）．市川．飯野．小池．

小松．三井（貿）．三井（陸）．嶺岸．迎田．諸橋．

村中．中江．中沢．斎藤（隆）．笹原．佐藤（昇）

佐藤（忠）．佐藤（噸）．佐藤（友）．新穂．菅原．

鈴木（善）．鈴木（弥）．関原．庄司．斎藤（昭）．

斎藤（庄）．高橋（良）．丹下．富樫．手塚（拓）．

（親睦活動委員会〕関原幸司署

○家族磯釣り大会について

1．出発・到着の時間変更



産業会館集合　　5時50分　出発6時

到　着　　　　　18時

2．昼食は委員会で準備

3．賞品も盛沢山ありますので、ふるって家族

共々御参加下さい。

○会員及び奥様誕生

10月会員誕生

秋野　　忠君．石井敬三君

石川寿男君．風間真一君

斎藤　　隆君．佐藤元伸君

富樫良吉君．塚原初男君

山口篤之助君

10月奥様誕生

平出幸代様

加藤典子様

佐藤康江様

佐古田智子様

玉城常磐様

塚原玲子様

石井博子様

佐藤登久子様

鈴木須美子様

斎藤津弥子様

手塚久子様

内　山　キ　ミ　様

（ス　マ　イ　ル）

田中錦造君　　広報委員長に就任するにあたり皆

様からの御協力を御願い申し上げ

ます。

鈴木善作君　　先程の高橋良士君の成人病のスピ

ーチの中で、ガン予防には牛乳が

一番良い食べ物であるとの宣伝を

されたので、鈴木牛乳を沢山飲ん

でがんばろう！

〔些㌍参加への礼釘

初秋の候となりました。

皆様には、その後お変りなくご健勝にてご活躍

の事と存じます。

陳者　この度当クラブがホストとなり庄内分

区インターシティー．ゼネラル．フォーラムを

開催の折は、ご多忙のところ多数ご参加をいた

だき、いろいろとご提言・ご意見をいただき誠

にありがとうございました。

お陰様で盛会裡に終了いたすことが出来ました。

慈に改めて御参会のみなさまに厚くお礼を申し

上げます。

尚、今後共ご指導ご鞭捷下さいますよう宜敷

くお願い申し上げます。取敢えず一筆お礼を申

しあげ、末筆ながら貴クラブの一層のご発展を

お祈り致します。

敬　具

9月29日

ホストクラブ

立川口一クリークラブ会長

星　川　　　実

フォーラム委員長

保　科　幸　三

庄内分区口一夕リークラブ会長殿

藤川さんからはモデレーター

ありがとう御座いました。

（ビ　ジク　エ〕

鶴岡西R．C　　阿部光男君．長野正彦君

匪詔いノー1タ■トークラブ飢′　昭和：54　r）9　7fく認［榊U二う1し）27　251L地区
F　操　りlri．、rいいiJ場机　矧市＝輔「会鼠叶内　岨満（）2：う5・2■7711

判会場　情帖川場勘物産結　こう階ポーー′し　例会　日　嗣蔓火曜日　1－筏12：う（ト13日



（会長報告） 山口篤之助看

＼

1．本県とアメリカ合衆国コロラド州と姉妹州県提

携を進めている交流会に出席しての報告を申し上

げます。

去る10月9日午後2時より、酒田ホテルサンル
ートに於て行政、教育を始め関係団体の代表100

名位出席して行われました。

59年11月、板垣知事が「東北地域国際投資交流

推進会議」の団長として渡米、帰国後にこの構想

を発表した事によって、今年3月にコロラド州知

事より姉妹州県構想に同意を伝えてこられたそう

です。

今回、コロラド州内務・経済開発省長官モーガ

ン・スミス氏ご夫妻と国際文化会館常務理事加藤

幹雄氏がお出でになられました。モーガン・スミ

ス氏からはコロラドの紹介で、「人口が300万人

酪農を中心に先端技術で知られ、温泉やスキー場

がある等、本県と似かよった自然環境で交流を深

める事で一層飛躍したい」と述べられ、午後4時

まで行われました。

2．R．1第253地区年次大会（1986－87年）の報告

10月11～12日の両日、米沢市民文化会館に於

て米沢R．Cのホストで開催されました。出席者数

は1，400名で満席となり、後方に立ってる方もお

られる盛況でした。当クラブからは18名の多くの

方のご参加をいただきました。感謝申し上げます。

特に車を運転されました方ご苦労様でした。

10月11日第1日目、ホテルサンルート米沢に於

て午前9時50分より、R．Ⅰ会長代理金永微氏（キ

ム　ヨングフイ）をお迎えして会長・幹事会が行わ

れました。開会点鐘、国歌斉唱、歓迎の挨拶、来

賓紹介、R．Ⅰ会長代理挨拶、決議案の提出が田中

善六P．Gから、第1号議案より第8号議案まで

朗読され、満場一致賛成、議決されました。続い

て松永P．Gよりポリオ　プラス　プロジェクトに

ついて説明ありました。募金計画では1990年6月

30日までに募金活動によって達成し、天然痘を全

世界より追放した様に、人類愛として当然やらな

ければならないと強調されました。全世界で200

億円とし、日本ロータリーでは20億円、大口20億

円、計40億円の目標で、地区としては、

（1）1人20，000円として、86－87年度に5，000

円を達成…1990年迄。

（2）財団の中の寄附ではあるが、ポリオプラス

の計画である。

（3）大口の寄附については、今は経済的に良い

時期ではないので活動を保留する。

以上、説明と要請があって10時50分閉会点鐘。続

いて11時10分より会長、幹事、新ポール．ハリス

フェロー、新米山功労者合同昼食会があり、吉野

勲さんが出席されました。12時閉会。その後大会

会場の市民文化会館に移り、クラブの万々と合流

致しました。本会議が午後1時から開会、韓国国

旗を先頭にR．Ⅰ会長代理、九里Gご夫妻が万雷の

拍手で入場され、厳粛に式典行事が行われました。

金R．Ⅰ会長代理はメッセージを流暢な日本語で、

他人の役に立つ人間になろうと云われ、ロータリ
ーは80年に亘りクラブの親陸の中に生れ、職業奉

仕にはぐくまれ、社会奉仕で前進し、国際奉仕を

通じて発展した事を永遠のテーマとして引継がれ、

更にロータリーを充実して組織の強化を図る様要

望されました。3時20分よりパネルディスカッシ

ョンが行われました。テーマは「高令者への心づ

かい」。パネリストに新潟大学名誉教授渡辺厳一

氏、アメリカンファミリー生命保険会社社長大竹

美喜氏、全国高令化社会協会理事NHK学園講師

田中尚嘩氏の3名の先生方が、それぞれ15分づつ

内容の充実した話題と、将来を展望し現実の問題

を取り上げられた熱のこもったお話に感動致しま

した。先生方に会員より質問を設けられ、当クラ

ブより佐々木詰彦さんが当られました。午後5時



に第1日目を終りました。

大会2日目、午前9時開会点鐘、R．Ⅰの現況報

告、記念品の贈呈（米沢市へ、R．Ⅰ会長代理へ、

松永輝彦直前Gへ）。新ポール・ハリス・フェロ
ーの紹介には佐藤忠さん、吉野勲さんがありまし

た。表彰には出席優秀者、10年間皆出席に丹下誠

四郎さん、迎田稔さんが紹介されました。次期開

催地の紹介は会津若松市で行われる事が発表され

ました。細心の気配りと厳粛にして和やかな大会

のホストクラブの皆様の労に感謝申し上げます。

11時10分閉会点鐘。11時30分より大会記念講演が

橋田寿賀子先生の「ドラマの中の女たち」演題で

ありましたが、時間の都合で12時で帰路につきま

した。出席者は次の方々です。

市川嘩雄君．吉野　勲君．碓氷節雄君

関原幸司君．平出統一君．布施隆夫君

板垣広志君．中江　亮君．佐藤元伸君

丹下誠四郎君．迎田　稔君．藤川享胤君

佐々木誌彦君．新穂光一郎君．塚原初男君

秋野　忠君．松田士郎君．山口篤之助君

大　　会　　決　　議

第1号議案

M．A．T．カバラス国際ロータリー会長の本年度方

針に協力する件

M．A．T．カバラス国際ロータリー会長は、本年

度の奉仕活動を推進する指導方針として『ROT

ARY BRINGS HOPE（ロpタリーは希望

をもたらす）』と提言されました。

各口一夕リアン並びに各クラブは、この意義深

いテーマを旨として各自が活発な奉仕活動を展開

することを誓い、積極的に協力することを決議し

ます。

第2号議案

国際ロータリー会長代理派遣に対する感謝の件

国際口一夕リー第253地区大会を米沢市におい

て開催するにあたり、M．A．T．カバラス会長は

その代理として、国際ロータリー理事金永徽氏を

派遣されました。同氏は、遠路ご光来下され、本

大会に一段の光彩を添え、大会を盛会裡に挙行さ

れるよう配慮されました。特に本大会に参加した

全ロータリアン並びにその家族は、会長代理の示

唆に富んだメッセージに深い感銘を受けました。

本大会は、国際ロータリー会長代理金永微氏に

対し、記念品を贈呈し、深甚なる敬意と感謝の意

を表することを決議いたします。

第3号議案

九里茂三地区ガバナーの強調する本年度の奉仕目

標に賛同し推進する件

第253地区ガバナー九里茂三氏は、『ロータリ
ーをみんなに』のスローガンのもと、『共に奉仕

する我々の年度』の主要目標として、

1）ロータリー人生についての討議を深め、広報

活動を展開すること。

2）青少年の健全な育成のための環境づくり

3）高齢者への心づかい

4）国際親善と連帯の推進

5）『ポリオプラス』プログラムへの積極的な参

加

各ロータリアンおよび各クラブは、その趣旨に

賛同し、その推進に努めることを決議いたします。

第4号議案

直前ガバナー松永輝彦氏に感謝の意を表する件

1985～1986年度国際ロータリー第253地区ガバ

ナー松永輝彦氏は、エドワード・F・ガドマンR

I会長のテーマ『YOU ARE THE KEY

（あなたが鍵です）』を休し、誠実な人柄と該博

な知識、更にすぐれた指導力によって各クラブを

指導され、特に会員の増強とクラブ拡大に挙げら

れた功績は、極めて顕著であります。本大会は、

ここに記念品を贈呈し、深甚なる謝意を表するこ

とを決議します。

第5号議案

ホストクラブ、コ・ホストクラブ並びに協力団休

に謝意を表する件

米沢市において開催された1986～1987年度国

際ロータリー第253地区大会は、周到な準備のも

と、運営よろしきを得て、数々の成果を収めるこ

とができました。

これは偏えに大会委員長始め、大会役員並びに

ホスト米沢ロータリークラブ、コ・ホスト6クラ

ブの会員諸君と、そのご家族の理解あるご協力に

よるものであり、また米沢市並びに関係官庁はじ

め諸団体の、ロータリーに対する温かいご協力に

よるものであります。

本大会は、これら関係者並びに関係諸団体に深

甚なる敬意と謝意を表することを決議します。

第6号議案

米沢市に記念品を贈呈する件

米沢市は、市民こぞって大会を歓迎され、温か



＼

いご援助を与えて下さいました。

本大会は、米沢市ご当局並びに市民各位のロー

タリーに対する深いご理解と、心のこもったご協

力に対し、記念品を贈呈し、感謝の意を表するこ

とを決議します。

第7号議案

地区ガバナー選出手続の件

地区ガバナー・ノミニーの選出については、去

る2月の規定審議会の決定に基づき、今後地区大

会に出席した選挙人の投票の過半数によって決定

された『ガバナー指名委員会』によって行うこと

を決議いたします。

第8号議案

1987～1988年度地区大会を会津若松市において

開催する件

1987～1988年度国際ロータリー第253地区大会

は、会津若松ロータリークラブをホストクラブと

して、会津若松市において開催することを決議し

ます。

3．台中港区R．Cより中江さんに電話で11月14日

（金）来鶴される旨連絡が入りました。一行は29

名だそうです。早速準備に入りたいと思います。

⊂壷「壷報告）　松。士郎署
○会報到着→東京R．C

O式典のご案内

1．郡山安積R．C認承状伝達式親善ゴルフ大会

日　時　10月29日（水）

場　所　福島石川カントリークラブ

会　費　　5，000円

2．Ⅰ．G．F．R．ゴルフ世界大会が1987年5月26

日から4日間川奈ゴルフコースで開催。

詳しくは事務局まで。

（ぉねがい）　三井　徹署

亡くなられた阿部のぼる先生の7回忌にあたりま

旅　行　日　程（案）

すので、26日午前10時から松山の宝蔵寺で法要が行

なわれます。御縁の方は、どうぞ多数出席願いたい

と思います。それから記念事業として、佐々木さん

が前から手厚く保存されていた、阿部先生の御書き

になったまだ未刊の小説がありまして、「◆柿の実」

というこの小説が記念に発刊される事になりました。

どうぞ皆様、おもしろく書いてありますので御買い

求めになって戴ければ幸いです。

（国際親睦活動委員⇒

国際親睦委員会の石川です。

国際親睦委員会よりお願いとご案内を申し上げま

す。といいますのは、62年の2月に実施の台中港区

扶輪社との第4回姉妹クラブ続盟訪台の件でござい

ます。

旅費並びに旅程の詳細につきましては、交通公社

の富田支店長さんにお願いしてございますが、旅程

の一端を申し上げますと、此の度は台湾内の名所旧

跡を出来得る限り多く観光する事。又、ゴルフを楽

しまれる方々にはその時間を充分に設ける事。又、

若しご自身の仕事の上で是非見学したいと云う場所

などあれば、そうした時間も設ける事など。とにか

くご参加の方々のご希望を充分かなえるよう計画に

折込む所存でございます。

3年前の続盟式の折には台中港区の会員の万々が

多数来訪されまして、温海の萬国屋に於て盛大に挙

行致しました。依って此の度その答礼の意味からも

是非数多くの会員の万々のご参加・ご協力を衷心よ

りお願い申し上げる次第でございます。又、近頃円

高という経済の変動は大変割安の旅費が予想されま

す。

尚、計画立案の当委員会と致しましては、参加者

の人数の確認を急いでおりますので、大変恐縮でご

ざいますが、早急にお申込みを頂きたいと思います。

以上の点、ご協力を重ねてお願い申し上げまして

ご案内と致します。

富田孝一看

日次 �月日（曜） �地　　名 �現地時間 �交通機関 �予　　　　　　　定 �宿泊地 

1 �62年 2月11日 （水） �羽田空港発 桃園空港着 （中正） �8：50 11：00 �CIO19 専用バス �中華航空にて一路うるわしの島台湾 へ。到着後、専用バスにて台北市内 観光及び故宮博物院見学、総統府、 忠烈詞等。 昼食は市内レストランにて 夕食は市内レストランにて北京料理 �台　北 



日次 �月　日（曜） �地　　名 �現地時間 �交通機関 �予　　　　　　　定 �宿泊地 

2 �2月12日 （木） �台　北　発 �10：50頃 �航空機 �朝食はホテルにて 航空機にて高雄へ �高　雄 
高　雄　着 �11：30頃 �専用バス �着後高雄市内観光 寿山公園、澄満潮など 昼食は市内レストランにて四川料理 夕食は市内レストランにて海鮮料理 

3 �2月13日 （金） �高　雄　発 �9：07 �特急列車 �朝食はホテルにて 特急列車にて台中へ �台　中 台　中　着 �11：17 �専用バス �着後、ロータリー続盟式 昼食は市内レストランにて台湾料理 夕食は市内レストランにて上海料理 

4 �2月14日 （土） �台　中 i 台　北 � �専用バス �朝食はホテルにて 専用バスにて台北へ 着後、買物等自由行動 昼食は市内レストランにて広東料理 夕食は市内にて湖南料理 �台　北 

5 �2月15日 （日） �台　北 桃園空港発 �12：15 �CIO16 �朝食はホテルにて 中華航空にて一路帰国の途へ � （中正） ���屏食は機内にて 

羽田空港着 �16：10 ��無事到着　通関後解散 

○旅行費用お一人様概算　141，000円　　　　　　　ロ．パスポートのない方 

○ホテル　　申クラスの上　　　　　　　　　　　　　　　　　戸籍抄本　　　　　　　1通 

○ビザ代　　5，000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　住民票　　　　　　　1　通 

ジャタ一代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真（5仇×5珊）　　3　枚 

パスポートをお持ちの方　3，000円　　　　　　　　お伺い書 

パスポートのない方　　　5，000円　　　　※　尚、庄内支庁にてパスポート申請時に認印 

○渡航手続（必要書類）について　　　　　　　　　　官製ハガキ、免許証又は保険証を必要とする 

ィ．有効なパスポート（査証申請時6ケ月 

以上残存期間のあるもの）をお持ちの方 
パスポート．写真1枚．お伺い書 

（親睦活動委員会）

待ちに待った家族磯釣大会もいよいよ明日に迫ま

りました。御出席の方には御案内申し上げましたけ

れども、明日の朝エサの希望の方には、ある所にバ

スがまいりますので、そこでまとめて御買求めにな

っても結構です。是非時間に遅れない様にお願い致

します。

（ス　マ　イ　ル）

三井　徹君　　件の委員長就任を期に希望によっ

て病院の模様替えをやり、11日竣

工記念パーティーを行い、クラブ

から御花を頂戴した御礼として。

佐々木霊彦君　　朝日新聞文芸批評爛9月4日山形

版に写真が掲載され、大好評を得

て。

清水二郎君　　今年も長岡、豊橋の科学技術大学

3年に11名も編入出来、その上東

大編入を実際に実行出来て。

松田士郎君　　法人会のゴルフ大会に準優勝して。

（」Lジク　ー〕
な　　　　　し

一．引司Lトークリー－クラフ糾、■′　昭和34（う　～）　象認　町日日M b　27　25ニ封也区

け務局　t号■　市′l皇　場勘　鴨川商1一会議抑1　竃川1（12：55・：Zi）7711

回：会場　捌岡右肘楊町物種蹄　3階ホール　例会。　毎坦火曜日　て二後12訓～1：うり

ヽ＿Jr



⊂会員スピrl）

米　山　月　間　に　ち　な　ん　で

ロータリー米山記念奨学会理事　石　黒　慶之助　君

米山奨学会のtt米山”と
いう名称は1920年（大正9

年）日本で最初に創立され
た東京クラブ初代会長であ
り、日本におけるロータリ
ーの導入と発展に尽力され

た故米山梅吉氏の姓であり
ます。
米山さんは、大和田高取

藩士和田竹蔵の3男で、12
才の時、米山藤三郎の養子となり、29才で米山はる
と結婚した。
米山梅吉氏は1869年（明治2年）から1946年（昭

和21年）に生きた実業人であります。彼は幼少にし
て父に死別、母の手ひとつで育てられました。少年
期後半は東京に出て自ら働き、勉強に励み、18才よ
り米国に渡って約8年間、働きながら大学教育を受
けました。帰国後、三井銀行に入社し、常務取締役
となり、三井信託銀行の創立に尽力、社長に就任、
晩年は財団法人三井報恩会の理事長となって、救済
事業を始め、幾多の社会福祉事業に成果をあげまし
た。ロータリーでいう　t他人への思いやりと助け合
い’’の精神を遺憾なく発揮された方であります。

米山さんはまた、将来を背負う青少年の教育を重
視し、向学の志に燃える多くの青年に対し、学費の
援助をする一方、私財を投じ小学校を創立し、幼少
年の英才教育にも力を注ぎましたが、特にアジア方
面からの来日留学生に対しても援助の手をさしのべ
ておられました。

1946年（昭和21年4月訪日）、78才で逝去され

ました。余談ですが、ポール・ハリスは1947年（昭

和22年1月27日）、同じく78才で亡くなっており
お2人の因縁残からぬものがあったと思います。そ

こで東京R．Cでは、米山さんを記念するための事業
としてアジア地域（ロータリーのある国々）から日

本に留学する学生を対象として奨学金制度を発足さ
せました。今から33年融であります。最初は1954年

（昭和29年）まず1名の奨学生から始まりました。
当時は米山ファンドと言っていましたが、この東京
R．C単独の事業が、日本全国のロータリーの共同事
業に発展し、1967年（昭和42年）に財団法人ロータ
リー米山記念奨学会が設立されました。
この財団の事業資金は、米山梅吉さんを偲ぶ全日

本のロータリアンの寄付金によってまかなわれてお
り、日本のロータリーの独特のプログラムとなって
おります。

奨学会の実績と現況と申し上げますと、創立以来
33年が経過し、お世話になった奨学生は4，732名と
日本の誇るべき育英事業と思います。更に、今年の
学生は380名であり、来年も500名の募集予定をし
ています。また、皆様からの寄付も年間約10億に遷
しております。
この地区で鶴岡R．Cは成績も良く、寄付額累計で

4，756，237円であり、乎R．C670万、会津若松西R

C540万に次いで第3位となっております。

奨学生の受け入れでも、米沢R．C16名、福島北R
C6名に次いで鶴岡R．Cが第3位で、地区の中で輝
かしい成績を収めています。また米山功労者も8名
出しております。

ポール・ハリス・フェローの場合16万円位でなれ
ますが、米山功労者の場合は未だ30万円の線は崩し
ておりません。但し免税の措置があります。ここに
おられる張先生は一家をあげて功労者となっており、
我がクラブの誇りでもあります。

以上をもちましてスピーチを終ります。

し堅j」里j⊃　山。篤之助看
1・253地区ガバナーより年次大会協力のお礼状が

下記の通り到着致しましたので披露いたします。

拝啓　秋気いよいよ深くなりました。
この度の当地区年次大会の開催については、

貴台には格段のご協力を賜り、お陰様でご好評
の中に幕を閉じる事ができました。ここに寄せ
られた貴台並びに幹事様そして貴クラブの皆様
のご厚情、誠に有難く深く感謝申し上げます。
このうえは皆様のご期待を深く胸に収め、ロー
タリー精神の高揚と地区の発展に微力を尽くす
所存ですので、何卒変らぬご指導とご協力を重



ねてお願い申し上げます。
まずは取りあえず御礼のみにて失礼いたしま

す。会員の皆様にも宜しくご鳳声の程お願い申
し上げます。

敬　具

昭和61年10月15日

国際口一夕リー第253地区

ガバナー　九　里　茂　三
幹　　　事　相　田　吉　助

大会委員長　佐　藤　良　平

クラブ会長各位殿

2．姉妹クラブである台湾のR．C盟名が11月14日に

来られるのに際し、「台中港区R．C歓迎特別委員
会」を設置、メンバーとして下記の方々に委嘱。
委員長　石川寿男君
副委員長
委　　員

中江　　亮君
三井　　健君
佐藤　　忠君
佐々木詰彦君
手塚　　拓君
佐藤陸男君
斎藤　　昭君　　以上8名

⊂亘二享亘二亘二） 松田士郎署
1．例会時間・場所変更のお知らせ
（1）酒田R．C

010月22日（水）Ⅰ．A．Cと合同例会の為

時　間　　PM3：30～5：00

場　所　酒田中央高等学校
010月29日（水）ファイヤーミーティングの為

時　間　　PM6：30点鐘
場　所　産業会館3F

（2）温海R．C
010月27日（月）の例会は職場訪問の為

2　時　　　商工会前出発
2時30分　　温海工業

3　時　　　大和工業
6　時　　　点　鐘

場　所　滝の屋旅館
登録料　　3，000円

2．会報到着のお知らせ
酒田R．C、酒田東R．C

廃車車重車重垂）佐々柑彦署
今回のテーマである「高令化社会における行政機

能、民間団体の協力について」に対し、パネルディ
スカッションが行われ、フロアーからの質問を鶴岡

R．C代表として行った。

内容はtt家庭の役割と見直しについで’というこ
とでしたが、パネラーの中で、精神の老化と精神構
造の変化について世代間の橋渡しをどのように送っ
たら良いか……ということが問題となり、私より老

後の対策について質問した。

大切だと思うことは、我々が今後突入する時代に
おいて、ニューファミリーや新人類に対し、どのよ

うに働きかけて良いのかをお聞きしたかった訳です
が、思うような答は返ってこなかったが、一つの問

留提起として質問した次第。

（車重重き亘）三井　健看
此度致道博物館より「新編庄内人名辞典」が刊行

され、博物館の酒井さんよりロータリーに対し紹介
万、申込みの依頼を受けた。料金は3，500円、送料
350円。古代から現代迄2，400名の人物像が網羅さ
れている。

尚、別件で「森の会」の申込みをされていない方
があれば、併せてお申込みの程お願い致します。

〔垂〕関原亨司看
去る10月15日家族磯釣大会は天気にも恵まれ、心

地良い有意義な親睦を計ることができました。
（成績）　優　勝　東岸光吉君

準優勝　佐々木誌彦君
第1位　川村億男君（ゲスト）

⊂享二三互亘二）
嶺岸光吉君
佐々木諾彦君
鈴木茂男君

関原亨司書

藤川享胤君

庄司嘉男君

石黒慶之助書

風間勇一君

家族磯釣大会に優勝して。
家族磯釣大会に準優勝して。
家族磯釣大会でお世話になったこ
とに対して。

家族磯釣大会で皆さんに喜こぼれ
たことに対して。

委員長として磯釣大会に出席出来
なかったことに対して。

商工会議所職員ゴルフコンペに優
勝して。
鶴岡幼稚園80周年記念行事で表彰
されて。

去る10月19日鶴岡幼稚園80周年記
念行事が出来たこと。また会員の
方に多数出席して戴いたこと。ま
た寄付募集で沢山協力願ったこと
に対して。

上野三郎君　鶴岡幼稚園80周年記念行事で表彰
されて。

板垣広志君　鶴岡幼稚園80周年記念で寄付集め
を担当、皆さんに協力を願ったこ
とに対して。

丹下誠四郎君　10年間皆出席のバッヂを戴き。

（ビ　ジ　タ二つ
二宮R．C

鶴岡西R．C

温海R．C

古川暢一君
三井盾夫君

r州ロー一夕り－クラブ削＿、▲〔r附し134　6．や　　承認　砕珊†こう⊥t〔う　27　253拙く

j　作　り　■㌔榊　心情」巷間「　■鶴岡商＿「会議所内　・E言舌（兄だ＝却7711

lノ　圭」上′．　捌〔晶Jlいと川」物種紺　二川やホー′ン　例会　日　日いl貴人帖H　十後12しう（ト1t狛
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「バストガバナー　故黒沢　茂氏の御逝去を悼み全員黙頑」

〔至そ「竺旦二三）

郷土の偉人

大川周明博士は明治19年

12月6日、酒田市藤塚（当

時西荒瀬村）に生まれ、父

は周賢、母は多代女と申し

ました。今年は丁度生誕百

年に当たりますので、去る

57年に発足した大川周明顕

彰会が主催し、10月11日に

酒田市で百年祭の催しを行なったのであります。こ

の百年祭では記念事業として顕彰碑の建立と日記の

出版を計画致しましたが、その内顕彰碑は碑文に鶴

岡市出身の漢詩人土屋竹雨先生が博士の葬儀の際奉

呈した「哀挽之章」を採り上げ、又題字は酒井家の

当主酒井忠明先生の揮童によるもので、いわば鶴岡

市の両先生の合作であります。

幼時を過ごした故郷について博士は、後年獄中日

記の中で「予は少年時代に於て、人間からも書物か

らも、際立った感化を受けたことがない。唯だ晴々

裡に偉いなる感化を西山と烏海山とから受けた」と

書いておりますが、博士に最も深い感化を与えたの

は、実は鶴岡なのであります。

そもそも大川家は遠い先祖を京都の角倉了以に出

大川凰明博士

大川周明顕彰会事務局長

原　田　幸　吉　氏

ずと云われ、戦国時代を経て最上義光の頃鶴岡に至

り、代々医業を開いて庄内藩に及び、町医ながら5

人扶持を与えられ、その住んだ町を周賢町と称えら

れたほどです。祖父の代に鶴岡を離れて藤塚の大庄

屋堀家に招かれ、周明はそこで生まれましたが、小

学校卒業後荘内中学に入り、藩学の大儒角田俊次の

家に寄宿しました。その荏学中フランス語を勉強の

ため天主公教会のマトン神父に通ううち、その人格

に牽かれて基督教に没入、生涯を宗教、哲学の研究

に捧げようと決心致します。当然父との衝突が起こ

りましたが、博士は父に背いて熊本五高、東京帝大

と進み、14代続いた医家を捨ててしまいました。と

ころが大学卒業後、図書館通いするうち大正2年の

夏、ふと神田の古本屋で発見したヘンリー・コット

ンの「新印度」により再度人生の転換期を迎えます。

それまでの博士はひたすら学問の徒でありました

が、博士が想像していた仏陀降誕の聖地とは全く異

なる植民地、しかも奴隷の生活を送る印度の実態を

知り、印度のみならずアジア各国が同様であること

を知って、憤然として生来の魂が目覚め、且つ当時

の国内が財閥、政党の腐敗によって一般庶民が塗炭

の苦しみにある現状を打破しようと、以後国家の革



新、アジア植民地の解放を叫ぶ戦士と化したのであ

ります。そのために昭和7年、5．15事件に達坐し

て前後5年の獄中生活を送りました。しかしその獄

中に於て「近世欧羅巴植民史」という貴重な大著述

を成し遂げております。初審で懲役15年の刑が大審

院で禁綱5年の判決となり、昭和12年10月に仮出所

を許されて帰宅しました。その後は日中戦争の解決

と日米開戦の防止に懸命の努力を尽しましたが、遂

に志を果たすこと能わず、終戦となりました。終戦

後A級戦犯に指命されて巣鴨刑務所に収容されまし

〔蓬旦畢j⊃

会長代行副会長　市川輝雄君

1．臨時理事会の決議により、台中港区姉妹クラブ

一行歓迎のため11月11日の例会は14日（金）P．M

6：00に変更。場所は出羽ホテル、登録料3，000

円です。

2．去る26日（日）故阿部嚢会員の7回忌法要が松

山町宝蔵寺に於いて行われ、会長以下有志出席し

て先生の遺徳を偲んで参りました。記念に出版さ

れた小説「柿の実」は何よりの追善供養となりま

した。ぜひお読み願います。

3．中江亮会員の父君が撼才の高令をもって亡なら

れました。規定によりクラブより香典を差しあげ

てお悔み申しあげました。

（幹事報菖つ　松田士郎署

○国際ロータリーミュンヘン年次大会のご案内

ER阪急交通社

昭和62年6月7日

○浦河ロータリークラブより歳末海産物チャリティ

販売のご案内

○例会時間・場所変更のお知らせ

余目ロータリークラブ

11月7日の例会を立川R．C合同例会のため

日　時　11月7日（金）P．M6：30

場　所　魚銀商店

登録料　　4，000円

たが、極東国際軍事裁判の冒頭精神に異状を釆たし、

審理から除外され、その後全快したにも拘らず裁判

に戻されることは無く、3年の墓に不起訴となって

釈放されたのであります。

最後に大川博士と石原将軍の関係についてお話し

たいのですが、時間もないので顕彰会の会報3号か

らお汲取り願いたいと思います。ただ石原将軍は初

め博士を「若い陸軍の奴らをせん動している」と誤

解して嫌っていたのですが、その後直接に会って忽

ち百年の知己となったことをお伝えしておきます。

C例会終了後この場で臨時理事会を開催致します。

〔旦会員紹介）佐々木詰彦君

矢部　晋君（NHK鶴岡放送局長）

生年月　日　　昭和7年7月19日

家　　　族　　妻　洋子　昭和11年10月3日

母　敏　　明治39年1月19日

結婚記念日　　3月29日

最終学歴　　東北大学農学部水産学科

趣　　　味　　将棋．テニス．ゴルフ．

（新会員挨拶〕矢部　晋若

御紹介戴きました矢部と

申します。先日の例会で坂

本局長に対し皆様の手厚い

志に対し御礼を申し上げま

したが、そのあとを継いで

今月1日より着任し、まだ

1ケ月足らずであります。

今御紹介の通り農業ばか

りしかやってきた片輪者で、前局長はカメラマンで

あり、今回は東北農業のことばかりやってきた者で

す。

鶴岡は職員が少く色々な制約がありますが、職員

と一緒にこの地域の活性化は農業の活性化という合

言葉にしながら、これからの農業の問題に取りくん

でゆきたいと思っております。御承知の通り米の自

′
ヽ－′′



由化が世間を騒がせておりますが、NHKとしても

これを頁に取り上げます。僕が仙台にいた時も若干

取り組んできたので、11月の勤労感謝の日を中心に

アメリカ等どこからも生中継できますので、特にカ

リフォルニアから生中継を入れ、11月25．26．27日

の3日間にわたり、朝の6時15分から、とびとびに

なりますが夜の11時位まで全国放送でもって、この

間踵を大キャンペーンにしたいと思っております。

これを機会に何か鶴岡放送局も動きたいと思ってお

りますので、何分にも不慣れなもので、農家の方々

と茶碗酒を酌交しながらいくらでも喋るのですが、

マイクの前ではアナウンサーのようには言葉が出て

来ませんが、これからも鶴岡放送局を可愛がって戴

き、是非暇があったらお寄り戴き、何かお話しをさ

せていただければ大変ありがたいと思っております。

今後共よろしくお願い致します。

（新会員紹亘）笹原桂＿署

代理　松田士郎雷

管原信一郎君（荘内銀行取締役頭取）

生年月　日　　昭和7年7月26日

家　　　族　　妻　松子　昭和11年2月5日

長男　信　　長女　麻子

結婚記念日　　昭和33年11月9日

最終学歴　　東京大学法学部

趣　　　味　　ゴルフ．旅行．散歩．読書

（新会員挨拶〕笹原信＿郎看

笹原でございます。よろ

しくお願い薮します。

この6月から鶴岡に来ま

した。本業は御紹介の通り

荘内銀行に勤めることにな

りました。私は日頃銀行員

として地道に努力すること

を色々目標にしているので

すが、特に地域に生きると申しますか、地方銀行の

生き方として地域に生きることを1つの目標、スロ

ーガンにして全店を廻っているつもりであります。

今回伝統のあるロータリーに出れることを非常に

うれしく思っております。又、地域のことなど教え

て戴きたいと思っていますし、又、私も何か地域の

ためにお役に立つ銀行になりたいと念じております

ので、よろしくお願い致します。

（ス　マ　イ　ル）

佐藤　昇君　　鶴岡信用金庫温海支店の竣工とそ

の設計をさせて戴きましたので。

山口篤之助君　　第2回電信電話記念日に日本公衆

電話会の一員として田中局長より

感謝状を戴きましたので。

三井　徹君　　先日阿部先生の法要に参列したこ

とと、柿の実会の出した本を皆様

より読んで下さるように。

佐々木蕾彦君　　阿部先生の法要を私の寺で行われ

多数の御参列に感謝して。

新穂光一郎君　　私の母校第二高等学校創立100周

年記念式典に出席して、37年ぶり

に懐しい顔ぶれと再会出来て旧交

を暖めて来たので。

三井賢二君　　私の土地の一部を銀座商店街の駐

車場に貸与し、24日オープンした

ので、是非銀座に来た時は利用し

て下さい。

塚原初男君　10月14日米沢の文化センターで本

県の第3回みどりのシンポジウム

のパネリストの一員として。

佐藤　衛君　　鶴岡信用金庫温海支店の竣工とそ

の工事の施工業者として。

田中錦造君　　おかげさまで23日に第2回電信電

話の記念日を迎えて。

三井　陸君　　私の亡兄三井清の仏壇に大川周明

博士よりお参り頂き、博士の撃咳

に接し得た事を思い出して。

（ゲ　ス　ト）

大川周明頚彰会事務局長　　原田幸吉氏

大川周明顕彰会事務局員　　小池栄之助氏



〔ビジ　タ‡⊃

鶴岡西R．C　　桜井　　晋君．瀬尾助三郎君

菅原幸雄君．児玉光弥君

吉田修平君

（お　し　ら　せ）
飯野準治君

先般鶴岡ロータリークラブのゴルフ大会において

笹原桂一君がホールインワンがあり、その記念ゴル

フコンペを11月6日に行いますので、多数の参加を

お願い申し上げます。

ォ十・十◆・十一＝・ヰ→・

ヰ　ロータリー教室即
◆・ヰ‥イJ∴－■よ．‥

（1374回例会会報より続く）

ロータリー小史6

ロータリーの徽章もつくられました。初期のころ

は、馬車の車輪を形どった簡素なもので、文明と運

動を象徴するものでした。この徽章は、シカゴロー

タリークラブの会員で、彫刻家であったモンタギュ

一・M．ベアが1905年にデザインしたもので、初期

のころは、多くのクラブが、これに少し手をくわえ

たものを徽章として採用していました。そして、1922

年にロータリアンだけがつかう、統一的な徽章を正

式に制定することがきまり、これに基づいて翌1923

年に、歯車の形をした徽章が定められたのです。こ

れは24枚の輪歯と6本のスポークをもつものでした。

そのあとこの歯車に楔穴がつけくわえられることに

なりました。この楔穴がないと、歯車は車軸の力を

伝えることができず、遊んでしまうというのがその

理由です。この徽章の仕様は、アメリカ・テキサス

州ダラスでひらかれた1929年大会で公式に定められ

ました。色はロイヤルブルと金色をつかうことがき

められました。さらに白地の中心に、ロータリー徽

章をあしらったものをロータリーの公式旗とするこ

ともきめられたのです。今日、ロータリアンのえり

もとにつけられている歯車のバッジは、全世界のロ

ータリーに共通のものであり、ロータリアンである

ことのあかしとして愛用されています。

英語圏以外の国に、はじめにできたロータリーク

ラブは、キューバのハバナクラブで、1916年に結成

されましたが今日では解散してありません。

こうして、ロータリーは、国境ばかりでなく、言語

の壁をもこえはじめたのです。しかし、ロータリー

が真に地球的全世界的なスケールのものとなったの

は、1920年代に入ってからです。このころになると

ロータリー運動は、全欧州大陸に広がり、さらに、

南米、中米、アフリカ、豪州、そして、アジアにま　　、＿

でおよびました。このように、ロータリーがひろく

うけ入れられたということは、この組織の普遍性を

しめすものであり、ロータリーの根本原則が人種、

皮膚の色、信仰、言語そして地域をこえて人々に訴

える活力と迫力をもつものであることを証明してい

ます。

1920年代は、組織の構成と拡大のためにたたかっ

た時代でした。とくに1926年はイギリスのロンドン

クラブが、ロータリー運動に後まで残る貢献をした

年として記憶されます。2人の同クラブ会員が、あ

る日曜日の朝、サリー・ヒルを散歩しながら、ロー

タリーの奉仕活動を、クラブ奉仕、社会奉仕、職業

奉仕および国際奉仕の四つの部門にわけて発展させ

ていくことを考えだしたのです。この2人とは、の

ちに（193い、32年度）R．Ⅰ会長となったシドニー・

パスカルと当時のRI BI（イギリス、アイルラン

ドのロータリークラブ連合会）幹事ビビアン・カー

ターでした。

「総合計画」とよばれる、このアイディアは、広

く会員のあいだで研究され論議されたあと、1927年

ベルギーのオステンドでひらかれた国際大会に提出

され、採用されました。そして、この四つの道（後

に四大奉仕部門とよばれる）はR．Ⅰ定款に組み入れ

られ、今日のように、ロータリーの活動ときりはな

せないものとなっているのです。

（次回に続く）

ー鴇伍巨ト一夕1トークラブ創、三　昭和34　6．9　承認　昭和34・6　27　25：弓地区

小童1J　■鶴†缶】有馬場町　鶴岡商工会議所内　電話（）235（封）7711

例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会　L］毎週火曜日　午後123（トユ30



（会員スピー三J

NTT（日本電信電話株式会社）株式

売出し、買付けのお申込みについて

本日は米国の中間選挙が行われています。結果い

かんによっては日本の経済にも大きな影響があると

考えられます。民主党が延びて保護貿易的色彩が濃

くなっていくのか？

先週にはサウジアラビアのヤマ二石油相が更迭さ

れ、原油価格がどう動いていくのか。市場シェア競

争から価格重視へと動き、原油価格が上昇していく

あかどうか？

日米政策協調による第4次公定歩合引下げ戦後最

低水準3％が11月1日より実施され、それに為替が

どう反応していくのか。又、新日鉄の一時帰休まで

言われている現状の厳しい経済状況はどう改善され

るのか前途多難と考えられます。

皆様既に先刻御承知の通り、NTT株式買付けの

お申込みを、去る10月20日より証券会社で受付けを

開始しております。今回のNTT株式売出しは、日

本電信電話公社から、昭和60年4月1日日本電信電

話株式会社法に基づき設立され民間に移管されたの

に伴い、その株式が大蔵省より一般に売り出される

事です。

経済・社会・文化など諸分野における情報化が急

速に進んでいる現在、その象徴的な会社、NTTの

株式売出しが行われることは大変意義深い事と考え

ます。

10月24日大口投資家（入札株数加万株）の入札結

高　田　耕　助　署

采が最高2，400，000円、最低1，017，000円、加重平

均1，197，392円と発表され、主な落札者、落札単価

分布は下記の通りです。

落札単価別分布

主な落札者　　　　　　落札単価　落札株数

太揚生命　　10，000株　　　200遍2，400

大和銀行　　　10，000株　190～200　　200

東洋信託　　　10，000株　180～190　1，400

安田信託　　　　7，200株　170一、一180　1，500

住友生命　　　　7，200株　160～170　2，700

中央信託　　　　3，500株　150～160　5，500

住友信託　　　　3，500株　140～150　8，200

松下電工　　　　3，000株　130～14019，400

NTT社員持株会2，800株　120～130　40，900

岩崎純一　　　　2，400株　110～120　60，400

101．7′、一110　59，400

続いて10月謂日一般売出し価格を大口投資家の加

重平均をとって1，197，000円で売出し、株数を165

万株に決定した。

まだお申込みになっていない方は、証券会社の店

頭に備え置かれている買付申込書に所要事項を御記

入の上、個人の場合、住民票又は運転免許証の写し、

法人の場合、登記簿騰本。

上記の確認書類を添付の上お申込み下さい。但し

留意事項として重複の申込みは無効です。



申込株式数が売出株式数を超過したときは、抽選

で行われます。

申込受付票は割当があった場合、株式買付けに際

し必要になりますので、大切に保管して下さい。

今後のスケジュールは、

申込締切　り　11月26日

割当結果の通知　12月29日までに国からハガ

キで割当通知書を郵送する。

買付代金の払込　　62年1月　5日より

62年1月19日まで

株券の受領　　62年1月31日

全国8証券取引所に上場　62年2月上旬の予定で

す。

どうぞ御検討の上宜しくお願い致します。

（j長報‾訂〕
山口寛之助署

1．第5回定例理事会の決議事項を報告致します。

（1）新会員の方の所属委員会を次の通りといたし

ます。

S．A．A　　　矢部　　晋　さん

親睦委員会　　笹原信一郎　さん

（2）佐藤元伸さんご子息の元暗君、市立第4中3

年生が全国中学校水泳大会に400m、800m自

由型競泳で2種目全国制覇の偉業を達成されま

したので、栄誉を讃えクラブ表彰にすることに

決定。

（3）玉城俊一さんの出席免除について承認されま

した。

R．C定款第8条第5節D項により通算20年

以上、65才に遷したシニアアクチブ会員

（4）内山喜一さんより、健康上の理由にて10月お

目より約1ケ月位の間賜暇願いが出てます。

（5）台中港区R．Cの訪問に際し、歓迎会の費用を

約30名分スマイル会計より支出する。

又、近隣クラブへの案内（分区代理）

2．視覚障害者の為の点字ワ一プロ購入資金の一部

の寄付金3万円を、11月1日に布施社会奉仕委員

長と幹事と私と3名で社会福祉協議会長の斎藤第

六市長へお渡し致しました。市長よりは会員の皆

様へくれぐれもよろしくお伝え願いたいと云われ

ました。

3．次週火曜日11日の例会は場所、日時変更になり

ますので、お間違いのないようこ注意下さい。

日　時　11月14日　午後6時点鐘

場　所　本町二丁目　出羽ホテル

登録料　　3，000円

4．地区ガバナーよりG．S．E受入れ終アの御礼の

手紙が届いてます。

昭和61年10月28日

ロータリークラブ会長各位

国際口一夕リー第253地区

ガバナー　九　里　茂　三

GSE特別委員会

委員長　田　中　善　六

小委員長　味　戸　道　雄

GSE受入れ終了の御礼

拝啓　晩秋の候、貴クラブ益々ご隆昌大慶に

存じます。

さて、GSE受入れについては、9月2日に

日本に到着後、9月8日庄内分区を皮きりとし

て、各分区の分区代理・各会長さんには格別の

ご配慮をいただき、10月13日米沢を出発して帰

国の遠に着きました。

地区の大きな行事として受入れが満足にゆく

か心配しておりましたが、団長マーク・スミス

他団員諸君も皆様の温かい歓迎や視察スケジュ

ールにいたく満足して帰国いたしました。各分

区・各クラブの皆様にお世話になったことを感

謝申し上げる次第でございます。またいつか受

入れの日があると思いますが、反省を込め、報

告誌もできるかぎり早めに発送する予定でござ

います。

まずは、簡単ながら御礼まで。　　敬具

、、ノ

、　／



（幹事報告）
松田士郎君

1．国際ロータリー第253地区1987一、一1988ガバナ

ーノミニー事務所開設のご案内

▽965　会津若松市宮前1－1

穴沢病院内　　職10242－25－1226

1．中江亮さんし実父）葬儀のご案内

1．ワードプロセッサ講習会のご案内

日　時　11月17日一、一20日

午後6時～午後9時

場　所　鶴岡商工会議所4階会議室

登録料　　500円

故阿部裏先生の7周忌法要

についてのお礼・ご挨拶

鶴岡ユネスコ協会長

三井　　徹署

去る10月26日阿部家の菩提寺．宝蔵寺に於いてし

めやかに、なごやかに執り行われた。故人とは幼な

友達である佐々木記山大和尚様が勤行なされ、又懐

旧の法話も項いた。

うす傷さす静かなお天気で、墓前に詣で、記念の

標柱を建立した。ご縁のある友人、知己の方々数十

人が参列した。当クラブからは会長さんはじめ8名

が参加し、ご香料を頂いた。主催者として深く感謝

申し上げます。儀式後、同寺のお座敷にて直会を催

して噴いた。すべて佐々木様の奥様、ご家族様のお

もてなしで、おいしく頂戴した。ご配慮に対して心

からお礼申し上げます。

故人の奥様はお元気で、終始静かに、にこやかに

しておられた。皆様によろしくお礼申し上げるよう

にとのことでありました。

「柿の実」の本を手にして、故人を偲び懐旧の情

を新たにした。記念出版となった「柿の実」は故人

が昭和30年頃に荘内日報紙上に連載した小説で、第

2次大戦後旧満州国吉林大学教授の任地から郷里松

山町山寺の自宅に引揚げた当時の、この地域の状況

や山形大学農学部やユネスコ協会の誕生などが、独

特の筆致で書かれている。ご面識のない方にもご一

読をおすすめしたい。

この本は、佐々木義彦君の切抜き帖をもとにして

の同君の着想、企画によるものである。ご労作に対

して深く敬意と感謝の意を表します。

（且席委員会）　佐藤　衛君

〇年間皆出席

24年間皆出席　　新穂光一郎君

8年間皆出席　　藤川享胤君

3年間皆出席　　庄司嘉男君

010月100％以上出席　　8名

175％　張

125％　市川．迎田．松田．新穂．関原．

佐々木．碓氷

010月100％出席　42名

秋野．阿蘇．藤川．布施．早坂．平出．飯白．

石井．石川．石黒．板垣（俊）．板垣（広）．飯野

小池．小松．風間．加藤．三井（賢）．三井（健）

嶺岸．諸橋．皆川．中江．中野．中沢．斎藤（隆）

佐藤（忠）．佐藤（噸）．佐藤（衛）．佐藤（友）．菅

原．鈴木（善）．鈴木（弥）．庄司．斎藤（昭）．丹

下．高田．忠鉢．塚原．富田．山口．吉野

（親睦活動委員会‾）関原幸司君

011月会員誕生

藤川享胤君

皆川光吉君

鈴木善作君

斎藤庄治君

011月奥様誕生

飯野美和様

中沢典子様

丹下せい子様

平出統一君

佐藤　　衛君

佐々木滋彦君

丹下誠四郎君

小松久子様

菅原和子様

（ス　マ　イ　ル）

上野三郎君　　百万石まつりで皆様方より有形無

形の御協力ありがとうございまし

た。パレードには会員の手塚拓君

の御好意によりすぼらしいオープ



ンカーにミスと一緒に乗れて。

ちなみに3人のミス庄内のうち1

人は信用金庫さん、1人はダイエ

ーさんでした。

秋野　忠君　　第3中学校の文化祭ですばらしい

講演を聞かせていただいて。講師

の方は当クラブ会員の藤川君でし

た。

佐古田義明君　　社員がミス庄内に選ばれて。2階

の紳士服売場にいますのでよろし

く。

手塚　拓君　　上野会頭よりの御指名ですので。

吉野　勲君　　県の洋菓子コンテストが行われま

した。予想に反して盛大に終了し

ました。

藤川事胤君　　秋野君より御紹介されました。そ

れと私の父がこの度叙勲を受けま

して、11日に皇居で陛下に拝謁す

る栄誉を得ました。

佐々木諾彦君　　我老林よりミス庄内がでましたの

で。うちの幼稚園の卒業生です。

布施隆夫君　　点字ワープロの贈呈式が荘内日報

さんに写真入りで掲載されたので。

会長きん、幹事さんと共に。

当社の軽自動車が5年ぶりにモデ

ルチェンジをしたので。

荘内銀行の経営相談ニュースに写

真入りで掲載されたので。

山口篤之助君　　荘内日報に写真入りで掲載されま

したので。

松田士郎君　　会長、布施君と同様です。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C　　井上　　彬君．鈴木昭吾君

斎藤喜一君

ォ・・十◆・一十一十■■JL・

ヰ　ロータリー教室㈱
∵・LhJヰ∴・■集・‥

（1380回例会会報より続く）

ロータリー小史7

ロータリーの組織は、1915年に創始されたキワニ

ス・インターナショナル、1917年創始のライオンズ

・インターナショナル、1919年のオプティミスト・

インターナショナルなどのような、奉仕クラブ組織

の先がけとなったものです。また、ゾンタ・インタ

ーナショナル（1919年創始）のような婦人による奉

仕団体も、ロータリーをモデルにつくられたもので

す。ロータリー運動はまた、現在のリハビリテーシ

ョン・インターナショナルの前身である身体障害児

童保護国際協会創立の土台ともなっています。国運

による世界的な教育科学文化交流の組織である、ユ

ネスコについても同じことがいえます。それは、こ

の種の機関の創設について、そもそも1942年イギリ

スのロンドンでひらかれたロータリーの会合で提案

され、研究されたものだからです。

第2次世界大戦後、このような国際交流と理解増

進を目ざす教育的慈善的事業は、ロータリー財団と

よばれるロータリーの機関のおもな目的となってい

ました。このロータリー財団は、いまや海外留学の

ために、奨学金を支給する世界最大級の財団となっ

ています。

ロータリーの創始者ポールり＼リスは、全世界の

ロータリアンから寄付をつのって一大教育基金を設

け、有意義な国際奉仕をしたいという考えを、しば

しばあさらかにしていました。そして、1928年にひ

らかれたミネアポリスの国際大会で、RI細則を改

定し、5人の管理委員（1981年に管理委員は13人と

なった）の監督のもとに、その財団をつくり運営す

ることがみとめられました。それ以来、この財団は

ロータリー財団として発展をつづけてきたのです。

（次回に続く）

机岡ロー一夕1トークラフ削、▲′二　昭恥う4　tJ q　　承リノと　H綿13と　b　27　253池［メ一

日務上目ユ　約．呵心情場剛　拙副而丁会議所「勺　′定詰　りエう5■‘2i）7711

回会場　机聞直㍑場町物桐宵　3膳ホー′し　例会　U　毎週火蟻川　午後123しト1こう0
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台中港区扶輪社歓迎会特集

歓　　迎

菊花薫る晩秋の出羽路庄

内．鶴岡へ遥々お出で下さ

れました台中港区扶輪社社

長抱囲器先生ご夫妻を始め

会員並びにご家族の皆様方

のお出でを、心からお待ち

申しておりました。

鶴岡R．Cでは北楯庄内分

区代理並びに近隣クラブの会長・幹事さんのご出席

をいただき、会員総ぐるみで歓迎申し上げます。

貴クラブとの姉妹クラブ盟約は11年前、即ち1975

年3月8日締結されました。爾来両クラブでは会員

相互の訪問と交流により国際親睦と友情を深めて参

りました事は誠にご同慶に堪えません。

前年度5月、貴クラブ創立15周年記念式典には佐

藤前会長・幹事と共に10名参加させていただきまし

た。誠に盛大なる式典に臨み感激して参りました。

又、会員の皆様方の心からのご歓待には只々頭の下

御　訪　問

山口会長、各会員及び夫人の皆様こんばんわ。

只今紹介にあずかりました台中港区扶輪社社長飽

園器です。長い間御撫沙汰致しまして申し訳ありま

挨　　拶

鶴岡R．C会長　山　口　篤之助　看

る思いで一杯でございました。

どうか今晩はそのご恩返しという訳ではございま

せんが、長途の旅の疲れを忘れ、ごゆっくり御歓談

下さる様お願い申し上げます。

来年には第4回目の続盟の年でありますが、出来

るだけ多くの会員、ご家族の参加をいただき続盟式

に臨みたいと今から準備中でございます。その折は

色々とお世話になる事と存じます。宜敷くお願い申

し上げます。

来日の行程表を拝見致しますと、これから10日間

程一流の観光地を廻られる様でございますが、御地

との気温の差がかなりあると思います。どうかお休

に充分ご注意なられ、毎日快適なご旅行を続けられ

ます事をお祈り申し上げますと共に、貴クラブの益

益のご発展を祈念致し歓迎のご挨拶を申し上げます。

尚、本日の歓迎会の特別委員会、S．A．A、会員

の皆様のご協力に対し厚くお礼申し上げます。

の　挨　拶

台中港区扶輪社社長　飽 圃　器　氏

せん。

顧りみるに、貴クラブと姉妹クラブを結んでもう

11年を迎えました。この間両クラブ記念式典等にお



ける積極的な交流はもとよ

り、お互に親睦を深め、よ

り良い国際的な友情を重ね

て参りましたこと誠にご同

慶の至りと存じます。

貴クラブを訪問したのは

第2回目です。第1回目は

1982～1983年貴地区大会の

時とおぼえています。その節には大変お世話になり

ました。改めてお礼申し上げます。その後なかなか

機会が得られないので失礼しております。そこで今

度はより深い友情を求めて夫人共々総勢28名訪問致

しましたが、温まる親愛の情に溢れる歓迎を受けま

して有難うございました。

ところで、何か報告しなければとは思っています

が、いい資料がないので、始めに復習のつもりで当

扶輪社の現状を申し上げ、終りに老人問題を参考的

に話してもらいます。

御承知と思いますが、当扶輪社は1971年5月に創

立し16年を迎えております。創立チャーターメンバ

ーは31人、今は47人になっています。

当初は」投的に国際団体に対する関心が非常に蒋

かったので、最初2～3年間運営上非常に困難だっ

たと承っています。幸いに歴代の社長の指導と社友

の協力、殊に創立社長の何長景PP、呉金生PPの

莫大な犠牲に基づいて穏健な基礎が出来ました。こ

の2人は当扶輪社の大功労者です。一緒に見えてい

ますから顔を見せて下さい。皆様拍手喝釆をお願い

します。今では地域内では伏秀扶輪社です。内部活

動がおちつきましたから国際交流に力をのばし、即

ち1973年3月に青梅R．Cと、1975年3月貴クラブと、

1981年5月静岡日本平R．Cとそれぞれに姉妹R．Cを

締結致しました。今では3つの姉妹になっています。

内部の活動に於いては、1973年6月に大甲R．C、

1978年11月に台中港東南R．C、1986年6月に台中港

北区R．Cを産生しまして、3つのスポンサーR．Cが

あります。尚、1980年に花蓮港区R．C、蘇奥R．Cと

兄弟R．Cの締盟をしています。保羅恰理斯の友は31

人で、扶輪基金は7，100％になっています。会員の

平均年令は56才で、老化クラブに属していますが、

社友（会員）の出入りが非常に少ないことが誇り

です。社友間の親陸、特に夫人間の親陸の良いこと

地域内に好評です。

老化問題は貴国も同様と思いますが、大いに検討

すべき問題です。これから老人の長寿と健康にもっ

とも関係がある、晩年を愉快に暮す老人の4つの宝

についてお話を申し上げましょう。

世界中で貴国とスウェーデン国民はト平均年令74才

をオーバーしている長寿国になっております。台湾

の国民の平均年令は今のところ71才前後になってお

りますが、医薬の発達と生活環境の改善に依り逐年

増加の傾向にあります。

「晩年を愉快に暮らす老人の4つの宝」といえば

大変大袈裟に聞えますが、謂中子4つの宝とは中国

語で云えば即「老身」（年寄り自身のこと）「老伴」

（連合のお婆さんのこと）「老友」（年寄りの良き

話相手）と「老木」（年寄りの小便銭と葬式費用）

という事になっています。

第1の「老身」とは、年寄り自身の健康状態を指

して云います。中国に於ける固有道徳の中、祖先を

崇拝する思想が非常に根強く伝っております。その

為、後世の子孫を誠しめる言葉として「飲水思源」

の思想が5干年来続いております。老令の両親を養

老院に送る欧米社会と、工業社会に於ける極端的な

「個人主義」と「小家庭主義」とは全く趣きを異に

しております。従って中国に於ける人生の最大幸福

は「財子寿」即ち、銭と子宝に恵まれ小且長寿であ

ると。5代同堂、3代同堂（曽祖父から曽孫の5代

や、3代同居の大家族主義）と云うことになってお

ります。老人が健康で長寿と云う事は、又、子孫が

親孝行を尽しているという事にも意味しております。

人類の生活芸術を良く伝えている中国人は、古く

から夫婦生活の一生を「少年夫妻老来伴」と云って

おります。その意味は若い内は仲の良い夫婦であり

年をとったら良き連合であると。「老友．」とは意気

投合した年寄りの良き話相手のことです。即ち人間

年をとると「童年に返り」日常生活や世相の変転に

就いても色々と不平と愚痴が多く、時たま意気投合

J



した「老友」と一席快談することは、老人の心理衛

生と健康に寄与する処多大なものがあります。

「老本」とは、老人の平素の小便銭と死後の葬式

費を指しています。法律は「子は親を扶養する義務

がある」と規定しておりますが、交通が極端に発達

した当今の工業社会に於ては、それも仲々頼りにな

りません。従って老人も停年年金や平素の貯蓄を自

分の身許に置いて自由に使うという事も、晩年に於

ける一大快事になっております。お互に晩年を愉快

に暮し、長生きする為にはこの「老人の4つの宝」

を巧に使い分けて、老人特有の寂しさを忘れる事が

大切です。

台湾に於ける農業社会の大家族制度も、近年来経

済の飛躍的進歩に伴い、農村人口の都会集中のため

解に凝しています。

人口学上、1国に於ける国民年令が65才以上の人

口が億人口の100分の4から7の比率を占めている

時は「成年国」と言われ、それをオーバーしている

時は「老年国」とみなされております。国民の平均

年令の高低はその国家の進歩と繁栄のバロメーター

でもあります。世界各国に於ける国民の平均年令は

御

台中港区扶輪社の皆さん

ようこそおいでいただきま

した。心より歓迎申し上げ

ます。

先程、会長さんのご挨拶

の中にも有りましたが、台

中海区扶輪社と鶴岡R．Cと

の交流が11年余りとの事で

この長い間本当に親しい交流と、あたたかい友情の

御

皆様の益々のご健勝をお慶び申し上げます。

挨

挨

工業先進国家の平均年令は一般に高く、長年戦乱と

貧乏に虐げられている国家は非常に低く、今日世界

各国に於ける最高平均年令は77．7才の国家もあり、

最低平均40才の国家もあります。

自由中国政府は年々増加する老人間題を重視し、

老人問題を減少する為に「3代同堂」の古い生活方

式を奨励しているのみならず、各地で長春クラブを

設立し、老人の知識欲を満足させる為、政府の費用

で「松柏学苑」（老人短期大学）を開き、満70才以

上の老人に対しては汽車、公共バスの半額伏符と健

康の無料検査をする等、老人福祉増進に努力してお

ります。

社会福祉国家として自他共に許している貴国は、

70才以上の老人の医薬代は全て国家負担になってお

り、その他各方面に於ける老人の福祉は遥かに台湾

より良く、こういう良き老人の生活環境に於て若し

「老人の4つの宝」を巧みに使い分けたら皆様100

才迄長生きする事は誠に容易な事と思います。

では、皆様の長寿と御多幸をお祈り申し上げて、

今日の報告の言葉と致します。

どうもありがとう御座居ました。

拶

分区代理　北　楯　　　　学　者

もとに益々発展してこれた事だと思います。私共た

だ敬意を表すのみでございます。

庄内の山々も、紅葉も散りはじめ、台中と違いま

して、今、気候も冬に向かおうとしております。

これから長い旅行がある様ですが、是非庄内の晩

秋を観賞いただきまして、ごゆっくりご滞在下さい

ます事をお祈り申し上げ、合せて両クラブの益々の

発展をお祈りしてご挨拶といたします。

拶

台中港区分区代理　呉　　　　金　生　氏

思えば早いもので、1975年3月、貴R．Cと姉妹ク



ラブを締結して今年で12年

目を向えました。お互いに

交流と友情を深め、国民外

交の大役を果せ、真に慶ば

しい事であります。

願わくば、今後もより一

層交流を深め、世界平和に

寄与出来る様に期待してお

⊂吏長報告）
山口篤之助署

1．本日持廻り理事会におきまして、会員板垣俊治

さんが健康を害し宮原病院に入院中で、賜暇願い

が出てました。これを承認されました。

2．第3回クラブ協議会を次の様に行ないます0

各委員長さんにはご案内を申し上げてますが、

不都合の折は、責任上必ず代理の方のご出席をお

願いします。

日　時　11月18日　午後4時

場　所　祝や（本町3丁目）

TEL22－3036

登録料　　3，000円

3．来る11月25日は今月最終例会ですので、クラブ

細則第4条第1節により理事、役員の選出の年次

総会を行ないます。

4．元NHK局長未亡人坂本美嘉子様より御厚志を

故人の遺志により、NHK厚生文化事業団に一部

を寄附されましたとご案内をいただきました0

〔亘亡亡垂∃⊃
副幹事　板垣廣志署

1．例会場所変更のお知らせ

鶴岡西クラブ

11月21日（金）の例会を職場訪問の為

日　時　11月21日（金）A．M12：30点鐘

場　所　ジャスコ㈱鶴岡店

登録料　1，500円

ります。

又、貴クラブの中江さんには色々激励を受け、勇

気づけていただきました事に、改めて感謝申し上げ

ます。

来年の盟約式が台湾で行なわれるという事ですの

で、一人でも多く参加されます事を希望して、私の

ご挨拶と致します。

1．会報到着のお知らせ

東京R．C．鹿児島西R．C．八幡R・C・

鶴岡西R．C

（次回の例会で回覧いたします）

（二三三互互）

抱　囲器君　姉妹クラブである鶴岡R・Cの歓迎

会に感謝して。

ヒ　シ　ター了一

北楯　学君（庄内分区代理）

星川　　実君（立川R．C会長）

菅谷吉郎君（立川R．C幹事）

加藤　広君（鶴岡西R．C会長）

井上　彬君（鶴岡西R．C幹事）
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クオリティ．マネジメントの概要

〔ヱ三上至宝二±⊃

私が59年当時東北電力仙台研修所で従業員の教育

を担当していた頃、外部セミナーでクオリティ．マ

ネジメントのことについて勉強しましたので、お話

をしたいと思います。

1．はじめに

まず最所に、最近考えていることについて2つば

かり申し上げたいと思います。

1つは、かつては10年ひと昔と言われていました

が、現在は3年ひと昔、5年経てばひっくり返ると

言われています。新聞やテレビで毎日出ている通り

めまぐるしい変化の中でその対応で精一杯というと

ころで、最近は特に貿易摩擦や円高の関係で、各業

界共、苦労している状況にあります。

2つめは、本業100％30年という言葉があります。

これは、会社の寿命は30年がいっぱいだということ

ですが、1つの例で申し上げますと、国鉄が民営化

になろうとしていますが、国鉄は39年に、当時の石

崎総裁が生産性向上運動として「マルセイ運動」を

行いましたが、国労や動労は大反対……。その中で

今の国鉄になった訳ですが、日本を代表する国営の

企業でも民営化になることで、本業100％30年とい

うことはもっともだと感ずる次第です。

47年、クロネコ大和の宅急便が出た段階で、国鉄

がレール（本業）以外の仕事に日を向けて対応した

ならば、まだまだ続いたのかも知れません。

もう1つ最近の例で、大手製鉄会社が別業を行っ

ており、製鉄が本業でなく別業が主業となっており

ます。新日鉄釜石はきのこ栽培をやっています。製

鉄ですらそういう状態となっております。今は一時

帰休をとっており、賃金の70％を支払って休みにし

東北電力鶴岡営業所長　相　沢　保　吉　氏

ています。

また、日本最大の企業であるトヨタ自動車も59年

経常利益4，000億円のうち自動車販売の利益は600

億円で、3，400億は自動車以外の財テク利益で収益

をあげています。

電力業界も独占資本と言われておりますが、今日

競争社会に入っています。中国電力などは大口の53

％が自家発電で、電気を買わないで営業していると

いう時代です。東北電力も、石巻の十条製紙が年間

50億円の電力を買って頂いておりましたが、今は使

っていません。50億円が今までは入っていたものが

入ってこないというように、電力会社も競争社会と

いうことです。あるいはこのままの状態では、本業

100％30年、第2の国鉄になりかねないかも知れま

せん。

話は変りますが、昭和亜年オイルショック以来、

日本は低成長、成熟化社会におります。成長期と低

成長期はだいたい200年、300年単位で動いている

といわれ、日本は紀元以来8度目の興り角に来てい

ると言われています。

成熟化社会になってくると、政府の財政は厳しく

民間に金が貯ってくると言われています。更には、

男性より女性の時代とも言っています。質を求める

時代で、商品開発にしても、高品質、高水準の社会

で、客のニーズが多様化する中で本物を求める時代

と言っています。

亜年当時、都内に20軒の画廊が、58年には200軒

を越す数となっています。これはお客1人1人が絵

を買い、楽しむ人が増えたということです。

また、スーパー、デパートも専門店化しており、



女性の進出も多いということです。最近街では深夜

営業のデパートも出てきており、昼間働らく女性の

ための期待に応えているものであります。

しからば、今後どのようにやっていったら良いの

かということですが、高度成長時代は作れば何でも

売れる時代から、低成長時代は高品質、本物指向に

なってきており、ニーズも多様化し、物的豊かさを

求める時代、生活の質を重視する時代となって来て

います。従って各企業、商売の対応もどのようにし

てゆくかについてですが、私共ではマーケットイン

の指向と言っている訳です。

マーケットイン的考え方は多様化、高度化する市

場のニーズをとらえ、お客様、相手の立場に立って

物事を考えるということが大切であると言っていま

す。そして社内の仕事も、ある工程はお客様で、自

分さえ艮ければ良いというのでなく、後の人が旨く

出来るようにやっていかねばならないということで

す。

そこで、次のクオリティ．マネジメントの考え方

や必要性が出てくるのであります。

2．クオリティ．マネジメントの概要

（1）クオリティ．マネジメント（QM）とは

企業の組織風土をクオリティの面から改革し、

仕事と製品・サービスの品質を連続的に向上さ

せ、品質コストの大幅な減少を実現させる経営

者・管理者のための新しい考え方と方法・行動

である。

○仕事と製品・サービスの欠陥を未然に防止し、

品質コストの削減をめざす。

○欠陥を作るのは人間、手戻りを作るのも人間

ということからtt人間のものの考え方を変え

る’’即ちttDoit Right the First Time

「それを最初に正しくやれ」により、最終的

にはZD（欠陥ゼロ）を達成基準とする考え

である。

（2）創始者

フリップ　Bクロスピー氏

○デュラン．デミング両博士とならぶ品質の専

門家で、現在アメリカで最も高い評価を受け

ている。

01961年　ZDを創始（1965年日本にZDをN

ECが始めて導入）。

01965年I TT（国際電話電信）入社　品質

担当副社長に就任。

01979年に独立してPCA（フリップ．クロス

ピー．アソシェイツ）を開設、QMを米国の企

業に広める。

（3）米国におけるQMの普及状況

米国多国籍大企業300社が実施中

OI BM、ゼロックス、GE、3M、ヒ．＝－レッ

トパッカードなど超優良企業を中心に、およそ

300社が実施中である。

（4）日本における導入状況

○日本においては昭和56年ごろ、ZD訪米視察団

等がQMに触れることにより、日本的工夫を取

入れたもので運動を始めた企業もでてきており、

日本能率協会において日本語による「クオリテ

ィ．カレッジ」を昭和59年10月に開講した。

○現在は多国籍企業の日本法人等が中心に導入し

ており、日本企業においても導入の機運がたか

まって来ている。

（5）QMの特色

①　「欠陥未然防止による品質コストの削減」す

なわち、顧客の要求に合った欠陥ゼロの製品・

サービス・仕事の欠陥発生によるムダなコスト

（欠陥コスト）を徹底的に削減すること。

○米国の製造業では、売上高の30％、サービス

業では売上高総原価の25％が品質管理のまず

さに起因する品質コストといわれている。

㊤　トップをはじめ全従業員がQMのねらいを実

現するための「4つの絶対原則」（略）を実行す

る能力を身につけ、「品質プロセス14のステッ

プ」（略）を繰り返す。

④　押しつけ型経営を排除し押しつけ無用の参画

経営に体質改善すること。

○トップをはじめ全従業員が品質向上に対する

各人の役割を果たす。

○現業部門のみでなく、ホワイトカラーも全員

参加。

○管理者、監督者、従業員が一体となった職制

のチーム活動。

④　トップをはじめ全従業員がQMについての共

通の理解と実行能力を身につけるため、クオリ

ティ．カレッジで階層別に各人の役割を徹底的

に教育指導する。

○クオリティ．カレッジ．エクミピクテイブ．コース

（対象：経営者）

クオリティ．カレッジ．マネジメント．コース

（対象：部課長）

クオリティ．カレッジ．インストラクター．コース

ヽ－■一一／
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（対象：リーダー養成）

クオリティ．カレッジ．ワークショップ

（対象：経営者．部課長）

（6）手法（TQC．QMの特色比較）

区　分 �T　Q　C �Q　　　M 

目　　的 �企業の体質改善 
（業績向上・明るい職場づくり） 

管理の 対　象 �製品・サービス・仕事の品質 

目的達成 の手段 �管理の体系化 �各人の役割（最 
（システム化・ �初から正しく仕 
標準化） �事をする）実行 

人づくり �QC手法の教育 �QMの4原則と 品質向上（14ス テップ）の教育 

従業員の �自主的サークル �職制によるチー 
参加方式 �活動 �ム活動 

目標（達 �PPMオーダー �欠陥ゼロ（ZD） 
成基準） �の品質 

成果事例 �業績向上 �売り上げの6～ 9％の品コスト 削減（1～2年 で） 

QMは職場小集団活動、TQCを否定しているも

のではない。

しかし、管理者の役割が大きく、小集団活動のよ

うにグループ活動ではなく、職制による管理者を

含めたチーム活動が大切である。

したがって職制による環境づくりが大きな成功の

鍵を握っている。

（7）ま　と　め

（9　QMはマネジメントの基本だと強く言って

いたのが印象的であった。

「日本の企業にとって要求条件が明確にされ

ないことが多いが（文章による取り決めが少

ない。紳士協定が多い）、人間には誰でも間

違いはあるさ、ということでミスを容認して

しまう。そのことによって不注意、知識不足

が是認され、また、間違えることも大切だと

いう考えが当然のこととされている。達成基

準を設け、欠陥の未然防止をはかる必要があ

る。そのためには管理者が自分達の仕事から

始める必要がある。

（勤　QMは動機づけではない。

QMは人間そのものの考え方を変えていき、

そして自分でttよしやろう”ということでな

ければならない。職場の活性化、やる気など

外からの動機づけではない。

以上の通りでありますが、QMの基本的な考え方

はttすべての仕事を最初から正しく行なえば欠陥は

出てこない”ということで、欠陥をなくするために

どうしたら艮いかを経営者と従業員が一休となり、

組織風土の中で品質の面から改革するということで

あります。

本日は短かい時間ではありましたが、内部から利

益を生み出すということで参考になると思い、お話

申し上げた次第です。

（会長報告）
山口篤之助君

1．先週14日（金）の台中港区扶輪社歓迎レセプシ

ョンは特別委員長石川寿男さんを始め、各委員、

S．A．Aの皆様、各司会の関原さん等の特段のご

活躍により、和やかな雰囲気の中に盛大に行うこ

とが出来ました。厚く御礼申し上げます。

翌朝8時30分に鶴岡を出発、仙台に向われまし

た。又、多額（20万円）のスマイルを頂戴致しま

した。

2．本日4時より第3回クラブ協議会を祝やさんで

行います。各委員長さんは勿論、新会員の皆さん

も多数ご出席をお願い致します。

（幹事報告）　松田士郎署

1．郡山安積R．C認承状伝達式のご案内

日　時　12月7日（日）

午前10時から午後2時20分まで

場　所　郡山市山崎305の10　椿山荘

登録料　10，000円

2．会報到着のご案内

酒田R．C．酒田東R．C．鹿児島西R．C

鶴岡西R．C．東京R．C．八幡R．C

3．青少年健全育成講演会開催のお知らせ

共　催　鶴岡市教育委員会

鶴岡市青少年育成市民会議

場　所　鶴岡市青年センターホール

講　師　山形県総務部生涯教育振興局長

打田早苗氏

演　題　家庭教育のあり方



「吏‾‾員会報畠‾〕

（j学年委員牟」
迎田　　稔署

表　彰

佐藤伸暗君　　61年度全国中学校選抜競泳大会に

おいて400〝Z自由形並びに200〝g

自由形の2種目に優勝、全国制覇

その偉業を称え、今後の活躍を期

待し表彰。

佐々木昭校長挨拶

本日はお招き頂き光栄です。ロータリーの会員で

ある佐藤元伸さんの次男伸暗君が、小さい頃から水

泳をやっており、スイミングやその他で鍛え、また

両親も大変熱心で、皆様の指導に支えられ、今年全

国優勝をすることが出来ました。優勝旗を見ると、

新潟、東北、北海道では初めての国体総合優勝であ

ります。今後、67国体やオリンピックのホープとし

て期待されます。また、弟の光晴君と兄弟揃って全

国大会に出場しています。実は来月茄～28日のハワ

イ遠征にも兄弟揃って出場致します。

こういうことで将来に向けて更に鍛え、本県のホ

ープとして期待されるところであります。本日はあ

りがとうございました。

佐藤伸暗君挨拶

このようなところに招待して頂きありがとうござ

います。

僕が全国大会で優勝出来たのも色々の人の支えに

よるもので、これからも今年の結果に満足すること

なく、来年に向けて練習を積んでいきたいと思いま

す。本日はありがとうございました。

Fタリー財団）
手壕　　拓著

本日の寄附総額

11，810円　　前回に対し134％

上記に加え中江亮君より、ご尊父様葬儀に際しク

ラブからの香典の御礼として寄附があり、総額

16，810円となりました。

（ス　マ　イ　ル）

石川寿男君　　台中港区扶輪社のご一行を迎えて

諸行事が無事終了。皆様のご協力

に感謝すると共に、個人的にはミ

ス豊年と始めて握手したこと。

斎藤庄治君　10月27日温海支店が新装オープン

したこと並びにミス庄内に職員が

選出されたこと。

皆川光吉君　　笹原桂一さんのホールイン．ワン

コンペで17位の飛賞で三菱のカラ

ーテレビを頂戴したこと。

飯野準治君　　笹原桂一さんのホールイン．ワン

コンペの実行委員長として。また

税務署より会社並びに個人が表彰

されたこと。

張　紹淵君　　台中港区扶輪社の歓迎に際し皆様

のご苦労に感謝して。

笹原桂一君　　ホールイン．ワン記念コンペが無

事終了して。

鈴木茂男君　　ttやすらぎの広場”並びに作曲家

阿部武雄さんの顕彰碑が完成して。

佐藤元伸君　　次男伸晴の表彰に感謝して。

藤川享胤君　　ロータリーの後援で薄井さんのお

世話になり、ワープロの講習会が

出来たこと。また個人的にもご指

導を受けたことに対して。

石井敬三君　　税務署の表彰を受けて。

（ゲ　ス　ト）

鶴岡市立第4中学校長　　佐々木　昭氏

鶴岡市立第4中学3年　佐藤伸暗君

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C　　佐藤　　拡君．石黒慶一君

菅原隼雄君．古川場一君

いトークリークラフ刑、‘〔昭帥4（〕9　　年こLl′ど　H綿131tう　27　25こう触メ二

舘　丁目J jtl　聞「†J Lも場剛　紺鋸れ」二会議戸川J　′「しこ．三六　ロコこう5LZi、■7711

会場　柑叶HiJ卿丁物産紺　3階ホー1ル　例会　日　子山勘／く曜R　午後12：引卜1ニうり
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（国際青少年交野員会）

台中港区扶輪社児童生徒絵画交換賞状伝達式

佐々木　島　彦　署

昨年度高橋先生の御尽力で鶴岡市内の中学校・小

学校・幼稚園の皆さんから、台中港区へ送る絵を集

めて、向うで展示をして戴いた訳でありますが、そ

れに台中港区の方から鄭重な賞状と記念品が返って

きております。これを今日、御招きしてお渡しした

いと言う事で、ビジターとしておいで戴きましたの

で、順不同ですが御紹介を申し上げます。

朝噴第六小学校

みどり幼稚園

大宝寺幼稚胞

鶴岡幼稚園

マリア幼稚園

いなば幼稚園

和光幼椎園

鶴岡第3中学校

張広重君代理

渡辺　　搾先生

池田知子先生

大滝真理先生

沢田光枝先生

岡村　　進先生

麻生妙子先生

佐々木典子先生

佐藤恒雄先生

張　　紹淵先生

（日本語訳）

賞　　　　状

あなたは当クラブと日本の鶴岡ロータリーク

ラブ及び静岡日本平ロータリークラブの企画し

た中日両国青少年書道及び絵画の聯合展示会に

出品され審査の結果優秀でありました。

依ってここに賞状を差し上げて激励致しま‾㌔

1986年5月10日

国際ロータリー第345地区

台中港区ロータリークラブ

会長　黄　　財　産



御　礼　の　言　葉

マリア幼稚園　岡村　　進先生

年の功で私から代表しま

して御礼申し上げたいと思

います。

ほんとうに今日栄ある例

会の席上で、子ども達がま

いってほんとは1人づつ表

彰を受ければこの上ない事

だとは思いますけれども、

私達代表でこうして戴きました事は、心から感謝申

し上げます。

子ども達がやった事が皆様の会の一助になる事と

思っておりまして、今後共何かにつけて色々御世話

になる事と思い、宜しく御願い申し上げます。

有難う御座居ました。

（会長報告）
山口篤之助若

三原山の噴火により避難されました大畠の島民の

方々に心からお見舞申し上げます。

1．去る18日（火）第3回クラブ協議会を、22名のご

出席をいただき行いました。協議事項を申し上げ

ます。

①　会員増強について斎藤庄治委員長より発言を

お願いしました。近日中に第1回委員会を開く

予定。増強の為にいろんな名簿から検討してま

すが、現下の経済事情で増強も厳しい様ですが、

目標80名以上に向って頑張っていきたい。又、

会員皆様からもご推薦を願いたい。又、新穂さ

んよりはテリトリーにあまりこだわらないで、

市内以外、羽黒、櫛引、藤島方面よりの推薦も

考えてみたらと発言ありました。

④　ポリオプラスキャンペーンについて佐藤忠世

界社会奉仕委員長より発言をお願いし、ロータ

リー財団と協力して行う、会員1名当り2万円

を、4年間で1年5千円の寄附という事で方法

を色々話し合い協議しましたが、理事会に図っ

て決定することになりました。

④Ⅰ・A・C会員増強は、学校側に極力会員増強

をお願いする。

R・A・Cは忠鉢委員長より、山大生を集め入

会を奨めてる段階で、出来るだけ早く結成した

い。又、R．Cの会員の方々からも今1度認識し

ていただき、社員を推薦していただきたい。

④　例会の出席率が最近低下してますので、何ん

とか90％台になる様メークアップをお願いした

い。

2．今月初旬より宮原病院へ入院されてました板垣

俊治さんへ昨日松田幹事とお見舞いに行って参り

ました。10日程前より食事も摂る様になり、冗談

も出る程まで元気になられ、一日も早く退院出来

る様養生に勉めておられる様でした。

3．本日は例会後半に年次総会に切換え致します。

（親睦活動委員会〕
藤川享胤君

来月16日、今年のクリスマス家族会でございます。

12月2日第1例会の時に御案内を差し上げる予定で

ありますが、どうぞご夫妻揃って御参加出来るよう

に、今からスケジュールを開けておいて戴きたいと

思います。

12月16日　午後6時．第1イン点鐘

（ス　マ　イ　ル）

佐々木霊彦君　　今回の伝達式は前任者の高橋先生

が御尽力戴いたお陰でございます。

その御尽力に感謝して。

富田孝一君　　交通公社発行YES月刊誌に「一

人旅」特集に藤川さんと－「緒に載

ったので。台中港区の件で15名位

集っておりますが、盛会に行ない

たいと思いますので宜しくお願い

します。

新穂光一郎君　　ガバナー月信11頁、アメリカ派遣

受け入れ学生についてのご案内を



L

親睦委員長から紹介戴いたので。

高橋良士君　　昨年の国際奉仕委員長として台中

港区合同図画書道展、大変成功裡

に終り有難う御座居ました。感謝

申し上げます。

上野三郎君　　先日ある会合で乾杯の音頭をとら

せられて帰って来たら、飯野準治

さんよりマイクにのって声が大変

美しいと誉められ大変嬉しかった

事と、羽前絹練の社長を辞して会

長に就任したので。

碓氷節雄君　　先週月火水木と行なわれたワープ

ロ講習会、皆様に参加していただ

き、大変喜んでいただいたと思っ

て。

平出統一君　　上記のワープロ講習会へ社員2人

参加させていただいて。

松田士郎君　　ワープロ講習会期間中、クラブ協

議会を忘れ幹事としての不手際を

お詫び申し上げて。また、台中港

区の表彰状捜しに多少もたもたし

て。

藤川享胤君　　富田さんから御紹介の件と、先週

金曜日仙台で前会員佐藤英明さん

と佐藤元信さんと3人、久し振り

に飲んでまいりました。大変元気

で前より太っていました。一月の

後半の鱈汁会には休暇をとって参

加したいと言うメッセージがあり

ましたので。

村中文章君　　会報第1382号の写真を入れ違えて

掲載した事をお詫びして。

中沢　進君　　会報第1383号のゲストスピーカー

のお名前を間違えて掲載した事を

お詫びして。

「年　次　総会）

次年度役員選考について

選考委員指命→会長一一任

選考委員　　吉野　　勲君

佐藤噸治君

内　山喜一君

中江　　亮君

山口篤之助君

次年度幹事決定報告

市川糧杜若

私、1988年～1989年ロータリー年度の会長に指命

されております。この度私の女房役となります幹事

が決定しましたので発表させていただきます。若生

恒吉君であります。皆さん御存知の通り非常に責任

感旺盛であり、又、バイタリティーに富んでいらっ

しゃいます。必ずや皆様の御期待に添うかと存じま

す。若生君には心良く幹事役を引受けて戴きまして

私も一安心です。スマイルさせて戴きます。

若生恒吉看

只今市川さんから御指命がございまして、一緒に

嘩しい30周年の年でありますが、大変私には荷が重

い訳ですが、これも市川さんからの御指命でありま

すので、心良く務める予定でありますので宜しくお

頗い申し上げます。

一言お願い申し上げて御挨拶と致します。

（ぉ詫びと訂正）

村中文章君　　会報第1382号写真うつりが悪く、

且つ台中港区扶輪社社長解団器氏

の写真と台中港区分区代理呉金生

民の写真を入れ違え掲載した事に

付き深くお詫び申し上げ訂正申し

上げます。

中沢　進君　　会報第1383号ゲストスピーカーの

お名前を杉沢保吉氏を相沢保吉氏

と間違え大変申し訳なく、お詫び

して訂正申し上げます。



⊂七ジタ⊃

鶴岡西R．C　　菅原隼雄君．児玉光弥君

阿部光雄君．桜井　　晋君

立川R．C　　　滝　　禅源君

ォ・・十●・★ト・‥→仁・

↓　ロータリー教室鋤
◆・ヰ‥一寸∴・■よ．‥

（1381回例会会報より続く）

ロータリー小史8

しかし、その種子が実際にまかれたのは、それを

さかのぼる10年前のことです。当時のロータリーク

ラブ国際連合会の会長（1916～17年度）で、ロータ

リー財団の父といわれるアーチ・クランフは、米国

ジョージア州アトランタで開催された1917年国際大

会で、ロータリーは、慈善、教育などの奉仕事業を

世界的におこなう目的の基金を設定すべきである、

と発言しました。ロータリー財団が今日あるのは、

このアーチ・クランプの意見によるところが大きい

のです。

1947年、創始者ポール・ハリス逝去の直後、ロー

タリー財団の第1回奨学金計画がまとめられ、ロー

タリーの創始者を記念する事業として発表されまし

た。これによって、7カ国の学生18人に、1947～48

年度奨学金がおくられ、財団の奨学金事業は幸先よ

いスタートを切りました。この事業がはじまって以

来、ロータリー財団はその資金源を、全世界のロー

タリアンや一般の人々の任意の自発的寄付金に、全

面的に依存し、そして、その寄付金の主要部分をポ

ール・ハリス・フェロー（1957年に財団管理委員会

認可）にたよっています。ポール・ハリス・フェロ

ーとは、ロータリー財団に1，000ドルもしくはそれ

以上を寄付した個人におくられる称号です。なお特

定の個人（ロータリアンでなくてもよい）に敬意を

表して、第三者がその特定の人の名義で1，000ドル

もしくはそれ以上をロータリー財団に寄付した場合、

その名義人にも、この称号がおくられることになっ

ています。

1980年代の初期には、財団への年間寄付金の総額

は1，600万米ドルをこえる年度がつづきました。財

団の教育補助金制度がはじまって以来、今日にいた

るまでに支給された教育補助金の合計は、1億ドル

をこえるにいたっています。そして’t親善の使翫”

にふさわしい2万人以上の青年男女が、ロータリー

財団奨学生あるいは研究グループ交換チーム・メン

バーとして、130カ国以上の国々に派遣されたので

す。また、この間にポール・ハリス・フェローの称

号をおくられた人々の数は7万人以上におよんでい

ます。

現在、ロータリー財団では大学院課程奨学金、大

学課程奨学金、職業研修奨学金、ジャーナリズム奨

学金、障害者教師奨学金の5つの奨学金を授与して

います。このほか財団は、下記の諸事業を実施して

います。すなわち、研究グループ交換プログラム

（少壮の実業人、専門職業人の海外交換訪問助成）、

特別補助金（ロータリークラブまたは地区による有

意義な事業育成）、および3－Hプログラムとよばれ

る保障、飢餓追放、人間性尊重のための事業（1979

年ロータリー創始75周年記念事業として国際理解、

友好と平和増進のため、全世界の人々の保健事情の

向上、飢餓追放、さらに、人道的、社会的な条件の

向上のためにおこなう）です。

第二次世界大戦中、多くの国々のロータリークラ

ブが解散させられました。しかし戦後になって国際

口一夕リーへの復帰がみとめられました。国際的な

ロータリー家族にふたたび迎えられた国は、イタリ

ア（1946年復帰）、西独と日本（1949年）、そして

スペイン（1977年）などです。しかし、共産主義の

影響下に入った国のクラブはいまだに解散したまま

になっています。

（次回に続く）

1現川巨トークリーークラフ別、■′二　し朋】こう4（）9　　ヰく認［眉科目4（・27　253地l六二

1ト棒　hj l机匪トト情場別　科渦潮＿l二会議嘲勺　宣川1〔）235「21）7711

倒会場　tl佃「†汗が嵐町物産結　こう階ホー「ル　例会　日　毎坦火曜口　午後123（ト13。



選　挙　と

⊂オストスピーチ〕

tt保守本流”たる鶴岡ロ

ータリークラブよりお招き

いただいたという事は、私

もやっと鶴岡市民として認

知されたと思い、大変うれ

しく思って参りました。

しかし、一体何を話した

らいいのだろうと考えたの

です。私の専門は地域開発問題です。ですが、この

問題に言及しますと、私は鶴岡地域に関しては非常

に厳しい意見を持っております。加えまして今日の

顔ぶれを見ますと、マスコミ同業者の方々もいらっ

しゃる様で、非常に話しにくい面があります。

考えてみますと、私は新聞記者生活20年を迎えま

して、服部社長より表彰を受けましたが、その内の

半分以上は政治担当です。もう十数年の間選挙中心

に仕事をして釆ました。今回のダブル選挙を見て一

番痛烈に感じたのは社会党の惨敗でした。なぜかと

それを考えてみた訳です。単純に分析しますと、労

働組合におんぶにだっこだったという分析だったの

ですが、私はもっと労働組合の体質そのものに大き

な変化が生じ始めてきているのではないかと考えた

訳であります。

私は選挙が始まる前にいろんな政党閑係者、労働

団体の方に直接お会いしまして情勢分析を行ないま

した。戦いが始まるだいぶ前の事であります。その

労　働　組　合

山形新聞社鶴岡支局長　宇　野　正　春　氏

時に得た結論は、山形二区の場合は加藤紘一さんは

おそらく10万7～8干票で断トツのところにいるだ

ろう。それより下がりまして近岡さんが7万票前後

にいるだろう。それより更に下がりまして阿部氏と

佐藤氏が6万位でせっているが、阿部氏の方が上で

ある。という様な分析をして、実際に選挙に臨んだ

訳であります。当然ながら私が一番注目したのは社

会党の動向であります。佐藤よしみさんの戦いがい

かがなものかと徹底マークしました。佐藤さんの出

陣式へ私行きました。そうしましたら、今までは反

自民を徹底的に行なっていたのですが、第一声がな

んとその矛先を社民連に転じたのです。二桁台にな

らない政党なんか何もならない。という様な演説を

打ったのです。私はそこで「ハッ」としました。あ

れほど反自民で固まっていた陣営が矛先を社民連に

変えたという事は、もうすでに障構えとしては後退

している。それに加えまして、私がもう一つ分析の

種といたしましたのはその出席者の顔ぶれなのです。

労働団体の幹部しか来てなく、ようするに彼らのい

う大衆が来ていない。それを見た時にこの陣営は大

変だなあと感じたのです。その結果を見て労働組合

そのものに、その体質に大きな変化が生じているだ

ろうと思ったのです。この話を経営者の万々に共に

考えていただきたくお話させていただきます。

労働組合とはどのようなものかとお話ししますと、

私は天童支局から酒田大火の復興にあたれという命



を受けまして52年に酒田にまいりました。そこで2

年間復興に関するペンをとりました。

よく山形新聞に労働組合ありますかという質問し

ますと、「ないでしょう」と答える人がほとんどで

す。ところが我社にはあります。54年に本社に戻り

ましたら当時の委員長が私を呼び出しまして、副委

員長になってくれないかと言われました。私が社に

入って労働運動らしい仕事をしたのは職場代表委員

1年のみでした。副委員長位ならと思いまして1年

間だけと思いまして引き受けました。翌年になりま

したらその委員長に呼び出されまして、俺の後を継

いでくれと頼まれました。私は器械体操を10年間や

っていたスポーツ界で育った人間です。ですから命

令には絶対服従という封建的な体質の人間ですので、

ましてやその様な男が会社側に要求する等という行

為は私の体質からして断じて許されなかったのです。

私は1週間程悩みましたが、組合員400名とその家

族の為に引き受けた次第です。2年間だけでという

事で委員長の仕事を始めました。しかし更に2年間

つとめまして結局副委員長1期、委員長4期の長期

運営となりました。

組合活動を行なって3つの大きな問題に直面致し

ました。1つは我社の新聞記者、営業マンは自分の

車を使用してもらうが、ガソリン代はすべて仕給す

る特別認定車制度というのがありまして、何も不便

はなかったのです。ところが、車はガソリンだけで

走らないとの声が上がりました。執行部は会社側に

もっと良くしろと改善せよと要求を出しました。う

まみがあるにもかかわらずもっと待遇を良くしろと

いう体質を私は見て聞いて、これは我々のtt敵”は

会社ではなくて組合員だぞと思ったものでありまし

た。それから私は組合員より上がってくる色々な声

には慎重に対処する様になりました。

2つ目の問題は、新聞労連参加の前に東北地建が

あります。東北地連の本部は東北地方を時計の針を

回す様に持ち回りで行ないます。我社ではこの本部

を引き受ける事は難しいのです。私もこの件は断固

受け入れられないとがんばったのですが、色々調べ

てみますと、私より以前にこの間題に直面した当時

の委員長が、「今は財政基盤が確立してないからダ

メですが、この次は引き受けましょう」と言ってい

たらしいのです。これには私もまいりました。山形

の場合はその様にはいきませんと断固抵抗したので

すが、結局呑まざる得なくて、組合本部の事務局の

仕事はするが、本部の旗そのものは他に掲げてくれ

という案で妥結した訳です。相手の立場を考えない

やり方もあるのです。

3つ目は一番ショックな事件だったのですが、こ

の鶴岡に転勤して来る時に私は現職の委員長でした。

その時、組合の執行部よりものすごい反対の声が上

がったのです。その言い方は、「組合の解体につな

がるものだ」と、この様な言い方をする訳です。い

くら説得してもダメで、臨時職場委員会を開いて、

「私は責任を持って第一線で指揮をとるから、とに

かく今回はこの人事案を呑んでくれ」とこの様な説

得を致しまして、この地に赴任してきた訳ですが、

私が4年間信じきってきた仲間でさえもその様な声

が出るという訳です。今は組合員の間に中流意識が

板づいてきています。従って執行部だけの戦いにな

る傾向が強まってきているという訳です。

自民党はなぜ強いかと言えば、組織づくりが必死

な訳です。財産ゼロから始めますから。社会党の場

合は、あるものに乗かっていけば良い訳です。

これからの労働組合は、会社に対して何をしてあ

げられるかという時代にさしかかっていると思いま

す。私も委員長当時にこの事に気が付き、私達は会

社に対して何をしてきたんだろう、何をやれるのだ

ろうと考えてみたら何もない。これではダメだと思

い、新聞社の組合として何を出来るかと考えたら、

販売部数を増やす事が一番と考え実行に移しました。

私はその集大成として増紙決起大会を行ないました。

これからは、ギブ　アンドテイクの時代に入って

いくのではないでしょうか。来春はいよいよ統一地

方選挙です。県議選を皮切りに色々な選挙がありま

すが、この鶴岡でも社会党はゼロです。今回のダブ

ル選挙の反省をいかにして生かすかという一点にか

かっていると思います。これからは労働組合の体質

も変わっていくように思えます。経営者の方々はそ



の辺の事をふまえてやっていったらいいのではない

かと思います。

〔会長報告）
山口篤Z助君

1．11月25日クラブ年次総会に於て次年度会長エレ

クト、副会長の選出について、5名の指名委員が

1時間に亘り慎重審議の結果、満場一致で会長エ

レクトに市川輝雄さん、副会長に高橋良士さんを

指名いたしました。早速宮原病院に赴き経過をお

伝えし、心よくお引受けいただきました。

2．本日定例理事会での議決事項を申し上げます。

ポリオプラスキャンペーンについて

世界社会奉仕委員長と財団委員会と共同で行な

う。5，000円を年会費に含め、後半期の会費を

70，000円にお頗いしてキャンペーンに協力する。

3．歳末たすけあいの寄付の件、前例によってスマ

イル会計より

NHK歳末助け合い　　　20，000円

いなほ作業所　　　　　　20，000円

市社会福祉協議会　　　10，000円

OL声報告＿＿）
松　田士郎署

1．ロータリー国際年次大会（1987年6月6日～6

月10日）ミュンヘン市のご案内

1．「いなほ作業所だより」到着のお知らせ

（委員会報畠つ

（画　佐々柏彦署
今年度の計画に基づきまして、帰国留学生と青少

年計画委員との懇談会を12月20日に開催致したいと

思います。委員会以外の会員の方にもぜひ参加して

いただきたいと思いまして御案内申し上げます。詳

しくは事務局の方までお尋ね下さい。

（二重垂車重吏）藤川享胤著

クリスマス家族会の御案内を配布してありますの

で御覧下さい。2枚差し上げてございます。今年の

クリスマス家族会にはぜひ多くの方々に出席してい

ただきたく、特に食事の面、それからビンゴゲーム

という新しいゲームをして皆さんに楽しんでいただ

きたいと思い企画を致しました。奥様、お子様、お

孫さん、出来るだけお連れ下さい。お子様ランチや

隣室ではベビーセッターを2名雇いまして子供達が

楽しめるように手配致しております。どうぞ御心配

なくお連れ下さい。又、ビンゴゲームも大変楽しい

ゲームですので、お楽しみにして下さい。皆様のお

越しを心よりお待ち申し上げます。

（出席委＿卓二套⊃

〇年間皆出席

17年間皆出席　　　中江　　亮君

011月100％以上出席　　　2名

150％　　張　　紹淵君

125％　　飯野準治君

011月100％出席　　46名

秋野．阿蘇．藤川．布施．平出．飯白．石井．

石川．石黒．市川．黒谷．小松．三井（賢）．三

井（陸）．嶺岸．迎田．松田．皆川．中江．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）．

関原．庄司．佐々木．斎藤（昭）．高橋．丹下．

手塚（拓）．塚原．忠鉢．田中．富田．上野．碓

氷．若生．山口．吉野．笹原（信）

（‾南極⊃
012月会員誕生

菅原辰吉君．鈴木弥一郎君

関原亨司君．津田晋介君

012月奥様誕生

迎田恵美子様．佐藤貴美子様

若生　孝様．清水圭子様



次年度副会長に就任して

高橋良二署

先週の指名委員会におきまして御指名を頂きまし

た。決して快くお引き受け致した訳ではありません

が、指名委員の皆様の御熱意と御誠意をお受けした

次第でございます。

昭和47年に鶴岡に帰ってまいりまして、翌年の48

年の5月に故小花先生の御推挙によりまして本会に

入会させていただきました。以来13年、まさにスリ

ーピングメンバーでございました。私、職業がら緊

急度の高い仕事をしております。しかもタイムリミ

ットの高い手術をしておりますので、これを犠牲に

してまでロータリーの職務をまっとうする事が出来な

いかも知れません。非常に危惧の念がございます。

この様な事を申し上げますと、命がけでガバナーを

お務めになりました石黒先生には誠に申し訳ありま

せんが、御指名頂きましたからには私の可能なかぎ

り努力致すつもりでございます。どうぞよろしくお

願い申し上げます。合わせてスマイルさせていただ

きます。

（ス　マ　イ　ル〕

田中錦造君　12月16日より庄内地区で自動車電

話が使用出来る事になりました。

又、月間皆出席のハンカチを初め

ていただいて。

笹原桂一君　　隣の元医師会跡地に倉庫が完成し

ましたのでスマイル致します。施

工は鶴木建設さんです。なお、鶴

木建設の会長さんは風間さんだそ

うです。

矢部　貢君　　日赤と共同募金会と共同で今年も

歳末助け合い運動を行ないたいと

思います。御協力お願い致します。

12月6日・7日とチャリティーバ

ヽ＿　／

ザールも開催致します。

風間真一君　笹原君より御紹介頂きました鶴木

建設の新会長に就任して。

内山喜一君　10月末より休んでいましたが、だ

いぶよくなりました。来週あたり

より出席したいと思います。

藤川享胤君　クリスマス例会に特に奥様を沢山

連れて来て下さいますように。

「才‾　ス　ト‾）

山形新聞社庄内支社編集部長

鶴岡支局長　宇野正春氏

〔JLヱ＿乙二二）

鶴岡西R．C　　菅原幸雄君

村　山　　貢君

石黒慶一君

古川暢一君

児玉光弥君

現岡ロー∵グリー－クラブ刷上　昭和3－ま・b　9　承認　榔i134　6・27　25二日也［ヌー

巨穣一いう　鴇岡「千丁一年日量1町　矧岡商＿丁二会議所内　電・話　し〕235（Zi－7711

殉会場　鶴岡市射場町物廃館　3階ホール　例会　Ll　妬針ノく曜日　午後123（ト13。



調醸匿重電岡‾函≡≡廻戯≡舞子‾三言≡≡囲例奮室罠

（会員スピーチ）

太　平　洋　戦　争　へ　の　道

（45年前を思い出して）

45年前の昭和16年12月8

日を思い出し語ってみたい。

阿川弘之著「山本五十六」

の中に昭和14年8月30日朝、

羽越本線新発田駅より長岡

駅まで、車中で石原莞繭と

反町栄一が会う場面がある。

石原は第16師団長（京都留

守師団）へ赴任で上京の途上、山本五十六海軍省次

官の親友反町に「東京で山本次官と会いたい。そし

て長びく日中戦争（当時支那事変と称す）を早く終

結させるべく会見したい。」との話である。両人は当

時共に陸海軍の中将。しかし当時の海軍トリオ、米

内・山本・井上（海軍大臣・次官・事務局長）は三

国同盟反対を強く唱えていたので、山本次官を8月

末の人事異動で連合艦隊司令長官に親補し、洋上へ

もっていって身の安全をはかったのである。当時、

反ナチス、和戦を唱えると陸軍、右翼がつけねらい

生命すら危険な時代であった。

石原・山本会談は流れ、昭和14年9月未にはナチ

スによるポーランド侵入一第2次欧州大戦の幕がき

って落とされたのである。

時はさかのぼるが、昭和6年満州事変は、当時関

東軍作戦主任参謀だった石原莞爾中佐の天才的作戦

計画とヨミによる成功事例であった。奉天柳条溝爆

笹　原　信一郎　看

破に始まり、書林、チチハル、錦州出兵、満州国の

建国と次々に打つ手の成功と、いわゆる既成事実の

事後承認、独断専行の積み上げであった。ジュネー

ブで満州事変の不当性を追求され、日本は国際連盟

を脱退してしまう（昭和7年）。

石原はその後、仙台第2師団第4連隊長（大佐、

昭和8年）より昭和10年参謀本部作戦課長（大佐）

を経て第1部長（少将、昭和12年3月）へと昇進す

る。昭和12年、虚構橋事件で支部事変が勃発するが、

石原は陸軍中央に於いて徹底的事変の不拡大局地解

決方針を唱える。石原のヨミは、今は満州国育成・

強化に専念すべき時。中途半端な支那戦線拡大は国

力の消耗あるのみ。隠忍自重国力の蓄積、高度国防

国家への成長にしぼるべきだという彼の戦争観から

導かれる方針であった。北支・中支の現地からは、

「石原閣下の満州事変のようにやらせて下さい。閣

下はやったではないですか。」の声、石原は陸大教官

時代世界戦史の研究識見については、他の追随を許

さぬレベルであった。その心は現在の主戦・拡大派

の考え方・ヨミは誤っている。言いこそしなかった

ようだが心は「俺のヨミに狂いはない、不勉強な奴

らが時の勢いにのってやるべきではない。」であった

と思う。陸軍中央部の主戦派の圧力に徹底反対する

も、衆寡敵せず。昭和13年には、石原は石もて陸軍

参謀本部を追われ、再び関東軍参謀副長（少将、昭



和12年）へ左遷、参謀長束候中将（後の総理）との

運命のめぐりあいとなる。

昭和13年、英国政府並びに中国国民政府将介石に

よる（む日本陸軍の中支撤兵、（む満州国の承認という

動きがあったのを時の近衛首相は陸軍主戦派にのせ

られて「将介石（国民政府）を相手とせず」声明を

出し、支部事変のドロ沼化を自らまぬくのである。

昭和16年初頭石原は、京都師団長を最後に予備役中

将で現役を去る。野村・来栖大使による日米交流が

〔首長報等⊃

行われたのもこの年だ。アメリカの最後通告といわ

れるハルノートが①日本軍の支那大陸からの即時全

面撤兵、④満州国の解体を強力に主張してきたので

日本は袋小路に追い込まれる。陸軍は満州事変、上

海事変、支那事変で散った英霊に申し訳ないという

メンツ論に終始し、遂に「清水の舞台から飛びおり

る」（東候首相）昭和16年12月8日の運命の日を迎

えるのである。

山口篤之助署

1．富樫艮吉さんより入院の為、今月いっぱいの賜

暇願いが出てまして、持廻り理事会に諮り承認さ

れました。

2．台中港区軋Cより訪問のお礼状が届いてますの

でご披露致します。

山口篤之助会長様

謹啓　訣別してもはや半月になりますが相変ら

ず御健勝であられると存じ質し奉います。

今度はひさしぶりの御訪問に一行20数名参上

致し、身にあまる親愛の情に溢れるお歓迎・お

歓待をいただきまして誠にありがとう御座いま

した。皆々様に宜しく伝えて下さいますようお

願い申し上げます。

来年契約更新期日に対しては青梅クラブも同

意しています。詳細のことは貴クラブと連絡さ

れる由決定次第お返事を願います。尚、大勢参

上される様期待し首長くお待ちして居ります。

右は取りあえずお礼努々お遜講と共に貴クラ

ブの御発展、会員の御健勝を祈って摘筆致しま

す。

1986年11月30日

台中港区扶輪社

社長　飽　　園　　器

3．鶴岡幼稚園より台中港区R．Cよりの賞状と記念

品授与のお礼のお手紙のご披露申し上げます。

いつになくおだやかな師走を迎えております

が、ロータリークラブの皆様にはおすこやかに

お過しの由およろこび申し上げます。

過日はごていねいなお招きにあずかり、ごち

そうさまでした。

何より歯児たちへ賞状・記念品を項戴致しま

して、大よろこびする子どもたちの姿にあらた

めて御礼申し上げたい気持で筆を取りました。

「台湾って列国だよの－」

「えー！外国から来たなあ」

「先生、賞状読んでえ」

「先生、読まいねなあ」

「外国の字だからだあ」

中には納得できず、「んだって漢字だよ」と、

読むことを強制する子もあって、理解させるの

に四苦八苦の一場面もありました。しかし、

「台湾ってすごいの－」と、先生にも読めない

字のあることが、かえって台湾を身近に親しい

ものにしてくれたようです。

「台湾の子どもたちって何してんなだろ」

「やっぱり幼稚園あっがの一」

「あるやあ、僕がたみたいにいっぱい遊んでん

なでねえ」

と、関心とあこがれが広がっていきました。

tt世界に目を”の第一歩を貴重な体験を通し感

じ取らせていただきましたこと、ほんとうにあ

りがとうございました。又機会がございました

らよろしくお願い申し上げます。



まずはお礼まで。遅くなりました失礼をお許

し下さい。

これからますます寒さがつのります。おから

だご自愛下さいますように。

皆様によろしくお伝え下さい。

昭和61年12月9日

鶴岡幼稚園

鶴岡ロータリークラブ

会　長　山口篤之助殿

国際青少年交換委員会

委員長　佐々木霊彦殿

（ぜ事報告）
松田士郎看

1．会報到着のお知らせ

東京R．C、鹿児島西尺．C、鶴岡西R．C

l．例会時間・場所の変更

○鶴間軋C12月16日（火）の例会をクリスマス家

族会の為

点　鐘　午後6時

場　所　第一イン鶴岡

○鶴岡西R．C12月19日（金）の例会をクリスマス

家族会の為

点　鐘　午後6時30分

場　所　グランド　エル．サン

登録料　　7，000円

○酒田東R．C12月18日（木）の例会をクリスマス

家族会の為

点　鐘　午後6時

場　所　産業会館4階

登録料　　3，000円

0余目R．C12月19日（金）の例会を忘年会の為

点　鐘　午後6時30分

場　所　余目商工会館

登録料　　3，000円

○八幡R．C12月20日（土）の例会をクリスマスパ

ーティの為

点　鐘　午後6時

場　所　市条公民館

登録料　　4，000円

1月3日（土）の例会は休みます。

○遊佐R．C12月23日（火）の例会を家族クリスマ

ス会の為

点　鐘　午後6時

場　所　遊佐町商工会

登録料　　5，000円

○立川R．C12月18日（木）の例会を忘年会の為

点　鐘　午後6時

揚　所　庄内ドライブイン

登録料　　3，500円．

0酒田R．C12月24日（水）の例会をクリスマス家

族会の為

点　鐘　午後6時

場　所　ホテルリッチ酒田

登録料　　3，000円

1．国際R．C第252地区年次大会仮登録のご案内

日　時　　4月18日（土）．19日（日）

場　所　塩釜市体育館

登録料　15，000円

〔委員会報告）

（国際奉仕委員会〕
中江　　亮署

前年も行って釆ましたが、皆さんの会社や自宅で

お持ちのカレンダーで、なるだけ日本風で素晴しい

カレンダーを多数集め、海外の姉妹クラブへ送る恒

例事業でありますので、1人1部以上の御寄贈を願

えれば大変ありがたいと思っております。よろしく

お願い申し上げます。

お手数でも事務局へお持ちになって下さい。

（ス　マ　イ　ル）

佐藤陸男君　　先程の食事の中でハタハタの田楽

が出ましたが、多少固いものでし



たので歯に異状のある方は迎田先

生へどうぞ＝…・。この件に付いて

は厳重に抗議を申し入れますので

どうぞお許し下さい。

塚原初男君　　今朝のNHKスポーツニュースで

ウエストンス大学とオハイオ州大

学とのアメリカンフットボールの

試合の場面が放映され、試合は惜

しくもウエストンス大学が負けま

したが、3年振りでウエストンス

大学チームのユニホーム姿を見る

ことが出来ましたので。

高橋良士君　　咋日当クラブの大正二桁会に招か

れ、成人病の拙たない話をして釆

ました。多数の先輩の居る前で上

座に座らせられ、タップリ御馳走

になり、おまけに会費もお受けに

ならなかったので、その会費をス

マイルします。

丹下誠四郎君　　昨日家内の店が庄交モールのバス

ターミナルの所に、17坪を庄内交

通よりお借りして、コーセー美容

室の支店を開店しました。皆さん

よろしく。

風間勇一君　12月1日付の広報つるおかの10貢

に鶴岡の建物シリーズが載ってい

ますが、その中に「石置屋根の

家」と云うことで、私の古い家が

記事で出ていたので、お暇な時で

も見て下さいませ。

藤川事胤君　　来週の今日はクリスマス家族会が

行われます。今日現在133名の出

席をいただき、奥様同伴が37名で

あります。まだ申込みされていな

い方は是非奥様、子供さん同伴で

申込みをお願い致します。

⊂巨二軍‾す「二つ

鶴岡西R．C　　野口　　弥君．佐藤　　拡君

（1384回例会会報より続く）

ロータリー小史9

1980年代のはじめまでに、全世界のロータリーク

ラブの数は、約160カ国および各地域において2万　、、声

クラブ、会員数は90万人をこえています。

このうち60％強のクラブは米国以外の国々にあり

ます。このように、ロータリーの世界的な発展をし

めす数字は、めざましいものがあります。しかも、

クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕の四部

門をとおし、ロータリーがこれまでなしとげた業績

は、数字だけで表わしきれないものがあります。ロ

ータリーが、人々の間にかもしだす善意と友愛の心、

ロータリーの努力でもたらされた、実業界あるいは

専門職業界の分野での商業道徳水準の向上、不幸な

人々、恵まれない人々にそそいだ善意や喜び、青少

年のり一ダーシップを育成するための活動、絶える

ことのない社会奉仕活動、ロータリー財団が提供し

てきた数万件の奨学金、そのほか、災害救援、3－

Hプログラムなどをふくめ、ロータリーがおこなっ

てきた無数の奉仕活動などなど、ロータリーの実像

を正しく映しだすためには、これらのすべてを考え

あわせてみなければならないのです。

ひとことで言えば、この本は、この世界最初の奉

仕クラブが、大都会で孤独感に悩まされた青年のア

イディアからうまれ、その後の4分の3世紀にわた

って、どのようにして、世界中の善意の人びとの道

徳的な力となり、奉仕のけん引力となっていったか

を物語るものです。　　　　　（次回に続く）

矧対ロ、一夕り一一クラフ創立　鞘Hこう4　6　9　承認　昭和34■6・27　㍍剖地区

巨務1「，）軌「叫市馬場町　翻り商工会議所1勺　霞目舌（）235信用7711

刊会場　枇岡市馬場町物権餌　3階ホ一一ル　例会　R　毎週火曜日　午後1230～1二50
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クリ　スマス家族会特集

第1387回例会は年末恒例のクリスマス家族会。
＼ノ　　　午後6時より第一イン鶴岡を会場に、会員とその

家族、ゲストら約160名が参加し、はなやかに行わ

れました。

今年の鶴岡市内、幸いにも一片の雪もなく、ホワ

イトクリスマスにはならなかったものの、着飾った

奥様やお子様達約80名も次々と会場に集まり、開会

前のロビーは歓喜と熱気で、一年振りの再会の喜び

を心よりわかち合っておりました。

山「1会長から沢山のゲストが紹介され、『親陸委

員会の企画でⅩ’マス会員家族会の御案内を致しまし

た処、鶴岡西R．C会長・幹事さんを始め元会員並び

に御家族の皆様、多数の方々の近年にない159名の

御出席をいただきました事を感謝申し上げます。皆

様と共に時間一杯楽しい一夜を過ごしたいと思いま

す。宜しくお願い申し上げます。親睦委員会、SA

Aの皆様に心からお礼申し上げます。』の挨拶があ

り、早速恒例のクリスマス家族会が始まりました。

今年は山口会長の飾するサンタクロースより、お

子様一人ひとりに大きなプレゼントがあり、別室に

はTVの人気マンガを放映し、楽しい遊具も用意さ

れ、小さなお子様達も各々このクリスマス家族会を

心から楽しんでいただきました。

又、今年のメーンゲームのItビンゴゲーム”が始

まるやtt賞品（最上級の牛肉70個）を手にする幸運

はいずれの人ぞ”と、不安と期待に心を舞らせ、数

枚のカードを手にした方々、豪華な食事、お酒のグ

ラスをロに運ぶ手さえも全く止めさせる程の興奮の

一時を過ごしていただきました。

銀婚式表彰受賞者名

丹下誠四郎・せい子夫妻

笹原桂一・郁　子夫妻

諸橋政構・靖　子夫妻

松山俊三・貞　子夫妻

25年おめでとうございます
山口会長からの銀婚式記念品の贈呈

銀婚式受賞者を代表しての謝辞は丹下誠四郎君



プ　ロ　ク　ラ　ム

1．開会の挨拶

2．クリスマスソング（きよしこの夜）

3．銀婚式表彰

4．乾　　　　杯

5．ディナータイム

6．クリスマスプレゼ＼ント

7．ビンゴタイム

8．ロータリーソング（手に手つないで）

9．閉会の挨拶

⊂亘二二三＝コ⊃
○鶴岡西R．C会長　加　藤　　広様

○鶴岡西R．C幹事　井　上　　彬様

○鶴岡西R．C会員　長　島　義　弘様

○酒田東R．C会長　飯　田　一　成様

○酒田東R．C幹事　斎　藤　勇　治様

○㈱エルサン社長　　早　坂　　　剛様

○元　会　員　安　藤　定　助様

○元　会　員　川　村　徳　男様

○元会員夫人　小　花　春　子様

○布花教室会員　　菅　原　春　子様

○　　　〝　　　　　佐　藤　高　子様

○　　　〝　　　　　菅　原　とくえ様

oYBCレポーター　佐　藤　妙　子様

ビンゴゲームを説明する進行役の藤川君．
lt理解してくれたかなァ？”

山口会長のサンタクロースに眼を輝かせる子供達・

大きなプレゼントに大喜び．

ビンゴゲームの賞品（70個目）最後の当選者．

幸運者は鈴木善作君．

器家族会のメニュー

◎小海老のカクテル

◎カキのベーコンリーベリング焼き

◎ホタテのクリーム煮

◎冷製伊勢海老のパリジェンヌ風

◎　ローストビーフ

◎豚ヒレのステーキグラタン

◎ブイヤベース

◎チョコレートムース

◎　フルーツ

◎サラダ

◎寿　司

◎スパゲティー

◎茶ソバ

◎刺身舟盛り

etc…‥・‥・計20品

◎お子様ランチ

ヽ＿．ノ



『たのしかったクリスマス会』

ひらいでゆかちゃん

とてもきれいなところで、たくさんのおいしいお

りょうりや、わくわくするゲームをして、ほんとう

にたのしかったです。大きなテレビもあったし、す

いえいのじゅん子先生やクラスのまゆみちゃんもい

っしょで、とてもうれしかったです。

サンタさん、どうもありがとう．

手塚杯治君の御家族

『ロータリー家族

クリスマスパーティー』

工藤　愛　ちゃん

今日は、まちにまったクリスマスパーティーです。

ふだんより少しおしゃれをしたので、うきうきしま

した。うちは、おじいちゃんを先頭に7人で行った

ので、とてもにぎやかでした。

会場に入ったしゅん間、あかりがきれいなことと、

ごちそうのすぼらしさにびっくりしました。いろい

ろ食べてみんなおいしかったけれども、ローストビ

ーフは、一番おいしいと恩いました。ごちそうの真

ん中にあった氷のちょうこくが、電気に照らされて

とてもきれいでした。

まわりのおじさんたちは、とても親切そうな人た

ちでした。やさしくしてもらったので、きんちょう

しないで楽しくすごすことができました。

サンタクロースにもらったプレゼントは、うれし

くてあけてみたくなりましたが、お母さんに、「う

ちに帰ってから開けなさい」といわれたので、がま

んしました。

ビンゴゲームでは、2回当たり、とてもうれしか

ったです。

最後、みんな手をつないで歌を歌った時は、みん

なの心が一つになったようで感げきしました。

来年もおじいちゃんといっしょに、ロータリーク

ラブのクリスマスパーティーにいきたいなあと思い

ます。



ボクはttキングコング2’’だ

特設遊戯場で遊ぶ子供達．

慮
ttワァ、大きいな

何入ったんろ”

フィナーレは参加者159名の心が一つの輪になって、ロータリーソングtt手に手つないで”の大合唱

（会長報告〕
①　鶴岡R．C

山口篤之助署　　　　鶴岡西R．Cとの新年顔合せをかねた合同例会の為

1．先にご承認いただきました歳末助け合いの寄付

を、社会奉仕委員長の布施隆夫さんと12月12日に

NHK、いなほ作業所、市社会福祉協議会へお持

ち致し、感謝されました。

（jL声報告）

1．例会時間・場所変更について

日　時　1月6日（火）　午後6時点鐘

場　所　鶴岡産業会館5階ホール

登録料　　3，000円

④　温海R．C

12月22日（月）の例会はクリスマス家族会の為

日　時　12月23日（火）　午後5時点鐘

松田士郎署　　　　　場　所　地蔵庵　喜多八

登録料　　5，000円

机対ロトークりトークラフ飢立　昭和34　G　9　　承認　昭和う，6　27　253地1六二

け薇　り　何日目．J車”う場町　机聞商「会議竹内　ノ竃詰　り23Hz日7711

桝l会場　硯l品川川J増田‖勿産経　3階ホ一一ル　例会　日　毎過火曜日　丁後123（ト1：うり



会褒逃日朝盈勒　昼、雰楓頭金邸　汐き矛経線州聞藁 怒会蓉慢希掴愚衆

⊂室車重三±二）
地域ジャーナリ

「地域を見据え、地域に
根ざしたサービスを」…東

北の放送人の合言葉です。
NHKの番組は、全国の

ネットワークを生かしたも

のと、各地の放送局による

地域放送の二つの顔をもっ

ています。又、NHK人の

多くは転勤族である。とり
わけアナウンサー、プロデューサー、放送記者等、

放送に直接かかわる連中は辞令一本で渡り歩く者が

多い。民放各局の職員との大きな違いです。日頃東

北に住む人の眼で対象を捉え、東北に生きる人々の
心で番組を作る様に格別の工夫をしなければ勝負は

明らかです。又、一方では、対象を客観視出来、予

断なしで主題に打ち込める事のプラスも忘れてはな
らないと考えています。NHKが、各地に存在し、

地域の人々から認めていただける道はこの辺にある
のではないかと思っています。

私が庄内人の仲間入りをさせていただいてはば3
ケ月がたちました。これまで農業はじめ一次産業の

番組作りにたずさわってきた私が、ポスト三期と称

される新たな減反に対応をせまられている時仲間入

りしたのも何かの因縁かもしれません。たまたま仙

台在任中に企画したカリフォルニア米を中心にした
アメリカの米事情を、作る側も食べる側にも考えて

もらうシリーズ番組の放送の直前だったこともあり

番組のPRを兼ねて話し合いをさせていただく機会
を作っていただき、私自身にとっても大変勉強にも

なり、有難いことでした。そんな会合の中でも感じ

たことで2～3御理解いただき、御協力いただきた

ストとして

矢　部　　　　晋　若

いことをこの機会に申し上げます。

1つは、現在農業の側がポスト三朝に向けて血を

流していることに理解いただきたい。農業は過保護
で、それに甘えていると片付ける前に、地域活性化
に農業のはたす役割をふまえ、前向きで厳しい意見

をぶつけてやってほしいのです。行政ベースから脱

皮し、農民自らが、自らの手で改革をしなければな

らない時、一番勇気づけてくれるのは地元の人たち
のあたたかい目であると信ずるからです。

2つ目は、食べる側として、地元の産業を大仰こ

してほしいということです。ポテトチップスも結構

ですが、地元で出来る笹巻きなどの消費拡大に協力
いただけないものか、地域消費の拡大、地域需要の

掘りおこしの余地がまだまだあるのではないでしょ

うか。一村一品運動が進む中、産地直送、宅配など
の普及も結構ですが、地元が忘れられていないもの

かという疑問です。農家の自給運動が、地域の運動
に発展する中で、人と人とのつながりを改めて見直

す要素にもならないか、ふれあいのある町、ぬくも

りのある庄内づくりに発展することにもなってほし
いものです。

更に付け加えさせていただくならば、新しい庄内
のあるべき農業の与えてくれるのは、唯一つ地域の

人たちの深い理解であるということです。まもなく

やってくる1987年は農業のみならず、わが国の各分

野にとって大変厳しい年になるだろうと予想されて
います。その厳しさを乗り越え、庄内がより活気あ

る庄内になるためにも、農業の活性化に向けて何か
の運動を起していただきたいのです。

意のあるところをおくみ取りいただいて、失礼の

段はお許し下きい。

（会長報告）山。篤之助君
1．去る12月16日第1インで行われましたクリスマ

ス会員家族会は、160名の近年にない多くの方々

の御参加をいただき、親睦委員会、SAAの万々

の周到なご準備と、新しい企画のお楽しみゲーム

で親睦と友情をより一層深める事が出来、大盛況

の中に終ることが出来ました。

お骨折り下さいました方々に感謝申し上げます。
2．12月17日、庄内分区会長・幹事会とポリオプラ



ス委員長会議が湯の浜亀屋さんで行われました。

ポリオプラス委員長には佐藤忠さんよりご出席を
お願いしました。

分区代理より、前半の諸行事協力に対する感謝
の言葉があり、後半の重大事業として、ポリオプ

ラスへの協力を要請され、スライドの映写があり

ました。最後にG・S・Eの決算報告がありまして

78，000円程の剰余金のあったことが報告されまし

た。

3．会員佐々木詰彦さんの御尊父様（前宝蔵寺ご住

職様）が、89才のご高令で老衰による心不全で、

昨日天寿を全うされましたとのお知らせがありま

した。心からお悔み申し上げます。

尚、葬儀は来年3月29日だそうです。

〔亘＿旦＿■撃」垂つ　松田士郎看
1．例会日時・場所変更のお知らせ…鶴岡西R．C

1月2日の例会を当クラブとの合同例会の為

1月6日（土）午後6時点鐘に変更となります。

2．会報到着のお知らせ

酒田東R．C、酒田R．C、遊佐R．C

3．年次大会のご案内

第275地区　62年3月19日（木）．20日（金）

場　所　新高輪プリンスホテル
登録料　9，000円

第258地区　62年3月13日（金）．14日（土）

場　所　ホテルニューオータニ

登録料　11，000円

4．第4回日韓親善会議のご案内

日　時　62年3月28日（土）～29日（日）

場　所　宮崎市　サンホテルフェニックス

国際会議場

登録料　20，000円

5．例会場変更のお知らせ

物産館改築のため1月、2月の例会場は産業

会館5階に変更となります。

（スマイ　ノ㌧）

笹原桂一君
丹下誠四郎君

松山俊三君
諸橋政横君
斎藤　暗君

加藤　賢君

藤川事胤君
笹原信一郎君

松山俊三君
平出統一君

クリスマス家族会の席上、銀婚式
の受賞を戴いたお礼に

クリスマス家族会ビンゴゲームに

牛肉をご利用戴いたので
クリスマス家族会、銀婚式表彰の

皆様の写真を写させて戴いたので
クリスマス家族会の出席者が150

名を超え、親睦委員会としてお礼
の意味で

クリスマス家族会における会報に

子供の作文と家族の写真が紹介さ

一　一1■一　一

れたこと並びに、秋田支店長が鶴
岡R．Cにメイクさせて戴いたこと
により

山口篤之助君　クリスマス家族会が大盛況であっ
たことと、会報に家族全員の写真
が載ったことにより

松田士郎君　クリスマス家族会が大盛況であっ
たことにより

石黒慶之助君　クリスマス家族会に風邪により出
席出来なかったことと、イランの
エテバリさんから近況のお手紙を

戴いて
布施隆夫君　　末のお嬢様が早々と大学の入学が

決ったことにより

⊂ギジ　タ　rJ
秋田R．C　　　小泉隆一君
鶴岡西R．C　　斎藤健治君．三浦正志君

斎藤正志君

エテバリさんからの手紙
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第1389国例会

（会長報告）　山。寛之助看
○先週もご案内申し上げまして、くどい様ですが、

新年始めの例会1月6日（火）は西R．Cと合同例会

です。時間・場所変更になりますのでお間違いの

ない様お願いします。

〇第7回定例理事会を1月6日午後5時30分より行

いますので、理事・役員の方々のご出席をお願い

いたします。

○本日の例会を持ちまして年度の半ばを終える事が

出来ました。山登りに例えますと汗を拭き拭き漸

く頂上へ辿り着いた思いであります。その足跡を

振り返ってみますと、年度の始め9月29日には九

里ガバナーの公式訪問が県内のトップを切って行

われました。又、9月9日にはR．Ⅰ第676地区ア

メリカテネシー州よりG・S・E団長マーク・スミ

スさん他4名の方々がお出でになり、11月14日に

は台中港区R．C会長以下29名の会員並びに御家族

を迎え、共に盛大な歓迎レセプションを行ない、

国際親善と親睦を深め、国際色豊かな前半であり

ました。10月11～12日の地区年次大会には、18名

の多くの会員のご出席をいただき、クリスマス家

族会にも159名の近年にない多数の方々のご参加

を賜りました実績は、凡て会員皆様のご協力の賜

と深く感謝申し上げます。年度の後半は下り坂で

すので、足を滑べらせない様益々自重して参りた

いと思います。一層のご指導をお願い申し上げま

す。

○雪のないお正月になる様ですが、御家族お揃いで

佳い年をお迎えなられます事をお祈り申し上げ、

会長報告を終ります。

（幹事報告）　松田士郎署
○例会変更のお知らせ……酒田R．C

日　時　昭和62年1月7日（水）午後6時

場　所　六　助　　　登録料　　5，000円

（委員会報告＿＿）

国際青少年計画委員会 佐々木嘉謬看
12月20日に昨年留学した高校生の万に鶴岡に集ま

っていただき、当クラブからは前年度計画委員と今

年度計画委員、会長、幹事の御出席をいただきまし

た。この他に教育委員会からダニエル君、山添高校

から阿部先生、北高から鍋田先生をお招きし、総勢

20名で大変中味のある会合を持つ事が出来ました。

生徒の立場にたった留学マニュアルを作成したく、

いろいろな意見を聞きました。御協力ありがとうご

〔＿＿スマイ‾‾‾亘）

本山　弥君　クリスマス家族会で第1イン鶴岡

を使っていただきありがとうござ

いました。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C　　斎藤健治君．佐藤　拡君

第1390回例会

鶴岡西R．C・鶴岡R．C新年合同例会

し軋j＿＿報＿＿＿革」　山。篤之助署

新年明けましておめでとうございます。

皆様御家族お輌いで佳いお年をお迎えなられまし

た事とお喜び申し上げます。

昨年は、碁にも申し上げました様に、皆様方の限

りないご奉仕と、無能な私に温いご支援をいただき

大きな行事も成功の中に終る事が出来ました。重ね

て感謝申し上げます。

いよいよ本日より後半の始りです。年度始めに計



画なされました各委員会の諸活動の目標に向って実

行されます様、一層のご活躍をご期待申し上げます

と共に、本年もよろしくご指導下されます様お願い

致します。

本日は兄弟クラブの西R．Cさんとの合同の例会で

す。確か嶺岸会長と西R．Cの菅原会長の年度に三瀬

の琴平荘で行われまして以来6年振りではないかと

記憶しております。明治・大正・昭和と三世代の方

方の親睦と友情を益々深められ、両クラブの発展の

為に意義のある例会になります様お願い申し上げま

す。尚、S．A．Aさんのお取り計いで、皆様のご健康

と企業のご発展を祈念致しましてご神酒を用意され

ましたのでご報告致します。

定例理事会に於て、来る1月27日の例会を鱈汁会

として、時間変更を次の通り決定しました。

場　所　産業会館5階ホール

時　間　午後6時
登録料　1，500円

鶴岡西R．C会長　加藤　　広君

今晩の合同例会は、鶴岡R．Cに御無理お願いしま

して有難うございました。

1987年昭和62年の年頭に当り謹しんでお慶び申し

上げます。

あらためて新年あけましておめでとうございます。

皆様には御家族お揃いで佳きお年をお迎えのこと

と拝察しておよろこび申し上げます。

会長も半年を過ぎました。幸い皆様の御協力によ

りまして無事つとめさせて頂きました。

今年、これからの半年も、鶴岡R．Cの皆様並びに

当R．Cの皆様の御協力により、大きい行事も無事過

させていただきます。

両R．Cの益々の発展と、新しいこの1年を御健康

の裡に華多く御過しなさいますよう祈念申し上げま

す。どうも有難うございました。

〔幹事報草」
鶴岡西R．C幹事　井上　　彬署

○例会時間・場所の変更

遊佐R．C

1月13日例会を新年会の為

点　鐘　午後6時

場　所　富士屋
登録料　　4，000円

冊ローダり∴－クラフ刑、■′　日冊731．6．〔）　重り一g　昭恥う4　6　27　25：う地区二
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〔会員スピ1チ）

卯　　年　　に

今年は私は5回目の卯年

であり、その「ウサギ」に

つき考えてみました。

一ウサギについてト

童話や童謡の世界のウサ

ギは善良でおとなしくかわ

いらしい。子供の遊び相手

としても危なげない生物で

すが、その社会生活に立ち入ってみると群れのおき

てはきびしく、よそ目に見えるほどやさしい動物で

はありません。放し飼いにすると群で生活をするよ

うになり、オスの間には優劣の噸位を決めるため、

かみついたり、後足でけったりの闘争で決まります

が、時には生死をかけ囲います。

現在、愛知県幡豆郡幡豆町の三河湾に周囲800m

の無人島がウサギ島として日本最大といわれている。

400羽おり、12の縄張りがあるといわれます。

その種類は50種といわれております。

肉用種　日本白色種として一般的なウサギ。

改良されたオオウサギ、体重8kgの大き

いもの。

ロッブイヤ種（イギリス）　レッキッス

ベルジャン種（ベルギー）

毛皮種　チンチラ種（フランス）　　ダッチ

愛玩種　ヒマラヤン種（ヒマラヤ．イギリス）

兼用種　ミニウサギ、パンダウサギ、三毛ウサギ

思

斎　藤　　　　昭　君

等がおります。

一耳はなぜ長い－

有力な武装のないウサギは、よく動く大きい耳で

音情報をはやくとらえて逃げなければなりません。

そして走る際に生じる体熱を表面積が広くて肉の薄

い耳殻を通して発散させると考えられます。

一ウサギと人ト

ウサギは何頭とか何匹とか言わないで、烏と同じ

ように何羽と数えます。これは四足獣を食すことが

禁じられていた江戸時代に、イノシシをヤマクジラ

と言って食べたように、ウサギはクとサギで烏の仲

間だと言いくるめたのだと言われています。

また、ウサギ肉のお世話になっているのは案外知

られていませんが、ハムやソーセージのつなぎとし

て入っているウサギ肉は食べているはずです。

ウサギ肉はねぼりがある上に桜色で、豚肉に似て

いて、豚肉や牛肉を少々程度に入れたハムものが出

廻っています。

12月31日に総務庁の調査発表された卯年生れは全

国で940万人、そのうち男462万人、女478万人、

男より女が16万人多く、総人口に占める割合は7．7

％だそうです。62年は国際的にも国内的にも政治、

経済ともに多難な年を迎えたようですが、希望に胸

をふくらませ、明日のため力を充実させるときとも

思って、ジャンプの前に深呼吸して前方を見つめ、

発展に備えて大地に足をしっかりふみしめ、人生に



功を焦ってマイナスにならないように、周囲との和

を図る協調精神で、ベストを尽して地道な努力をし

ようと願い、さらに簡戟化社会に生きるため、ウサ

ギ年の恵まれた大きな耳を立てて逃れるだけじゃな

卯　年　生　れ

昨年は私にとって家族的

には大変良かった年であり

ました。長女の就職が地元

に内定しましたし、長男も

大学受験に合格致しました

し、二男、三男もそれぞれ

水泳を通して充実した1年

を過ごす事が出来たと思っ

ております。家族全員が病気や怪我もなく元気に過

ごす事が出来た事が何よりだと感謝致しております。

咋年の暮れの31日より正月の3日迄の間に、小学

校3年生の男の子を湯の浜の思恩園から三日里親制

度により預かる事になりました。私の妹が鶴岡乳児

院に勤めている関係で、昨年の夏に登録しておいた

のがたまたま実現する事になりました。彼は毎晩夜

尿症があるとの事でしたが、3泊のうち1晩だけで

他の2晩はやりませんでした。

彼の1日は朝6時起床で始まり、6時50分で朝食

し、7時30分で学校（西郷小）へ出発するそうです。

通学時間は約35分位だそうです。夜は5時20分食事

をして、8時には消灯になっているという、規則正

しい生活をしているとの事です。当然おやつ等も一

定量だけですし、小学生は小遣いはないのだそうです。

三日里親制度の目的は、彼等に一般家庭の正月を

通して、いろいろな家族の体験をさせる事や、出来

れば将来にわたって心のさきえになる事が出来れば

くて、積極的に生きる道を模索したいものです。

ザ・ライジング・ジェネレーション（新世代）に負

けないようと思っています。

に　あ　た　り

佐　藤　元　伸　署

との事でした。私には4人の子供がおりますが、い

ろいろとわがままな事が多いので、彼と一緒に生活

をさせる事によって私の子供達の勉強になった事も

多分にあったと思います。

彼の一番不満な事は、学校でサッカーのスポ少に

入れない事だそうです。なぜならば夕食時間に間に

あわなくなるからとの事でした。彼は人なっっこく

誰とでもすぐ仲良くなり、何でも食べるし、大変か

わいい子供でした。生れて初めてのお年玉や、羽黒

山への元旦参り、テレビゲーム等大変喜こんでいた

ようでした。最後に車で園まで送って行く途中で話

を急にしなくなり、寂しそうな顔を見た時は何んと

も言いがたい気持ちになりました。それでも園に着

いてから先生にttおもしろかったか？”と聞かれた

時に彼がItおもしっげ”と心をこめて言ったのを聞

いた時は、本当に嬉しく患いました。

その後彼からお礼の手紙も釆ました。又勉強を一

生懸命にしてお父さんお母さんのところへ遊びに行

きたいと書いてありました。我々も自分の子供と同

様にとても可愛いく、今後も暇をみつけて彼に会い

に行くつもりです。

昨年も今年も大変さびしい年になりそうですが、

原点に帰るつもりで0からのスタートで今年も頑張

りたいと思っております。

皆様方からの変らない御指導御鞭鍵をお願い致し

ます。

〔卓長報専⊃
山口篤之助君

1．先月にご報告致してあります佐々木蕊彦さんの

お父さんの元宝蔵寺ご住職さんのお葬式が3月29

日午前10時よりとのご案内をいただきました。多

数の方のご参列をお願いします。

2．迎田稔さんのお父さんの迎田庄兵衛さんが去る

1月1日に86才のご高令でお亡くなりになりまし



た。5日に葬儀が行われましたので御香典をお供

えして参列して参りました。慎しんでお悔み申し

上げます。

3．新会員毛呂陸士さんの委員会所属をS．A．Aに

お願いいたします。

⊂有事報草＿〕
松田士郎署

、、■＿′

○会報到着　東京R．C

O例会日・時間・場所の変更

酒田R．C

1月14日（水）を加藤紘一氏のゲスト例会の為

日　時　1月17日（土）正午点鐘

場　所　　ホテルリッチ

登録料　1，500円

出席者は1月14日迄、事務局迄

酒田東R．C

日　時　1月22日（木）午後6勝点鐘

場　所　山王クラブ

登録料　　6，000円

○ポリオ　プラス　プロジェクト　テレホンカードの申

し込みについて

2枚1組2，000円　事務局迄

○ネッケ希望の方は事務局迄

○年賀状回覧してます。

（会　員　報　告）
弓長　　紹淵署

今から19年前の話しですが、東京プリンスホテル

で太田院長の先生の先生である堺教授が胃ガンにつ

いて、私は胃袋の開せんということで特別講演会に

招かれ、その時にどうしてこの地方は世界一胃ガン

が多いかの討論会があり、その時堺教授は、それは

三つの関係があると云われた。一つはこの地方はド

プロクを多く飲まれる。そして近親結婚が非常に多

いこと、又気候変化が激しく、腹がへった時にドプ

ロクをジャンジャン飲むので胃袋がこわれてしまう

という講演会であった様な印象を持っています。

19年前に同じテーブルの人で、MEYOクリニッ

クというアメリカの大学で一番有名なクリニックな

ので、世界の外科の先生達がそこに集まる所なので

す。私も2～3回行きました。19年前の、その時か

らクリスマスカードの交換をし、向うから色々な情

報を提供してくれます。今度はマソンシティーYO

Aクラブ（ミネソタの近く）からバナーを送ってく

れました。こちらからもバナーを送って交換したい

と思っています。年頭から大変良いことであり、ロ

ータリーの友情はつきないものと思っております。

（亘‾鼻会報草」

口重つ　松田士郎代理
〇年間皆出席

26年間皆出席　　嶺岸光吉君

1年間皆出席　　布施隆夫君

012月100％以上出席　　2名

140％　張　　紹淵君

120％　新穂光一郎君

012月100％出席　　　　48名

秋野．阿蘇．阿部．藤川．布施．平出．飯白．

石川．石黒．市川．飯野．小池．小松．風間．

加藤（賢）．加藤（和）．三井（賢）．三井（健）．嶺

岸．迎田．諸橋．松田．中江．中沢．斎藤（隆）

佐藤（忠）．佐藤（噸）．佐藤（衛）．佐藤（友）．菅

原．鈴木（善）．鈴木（弥）．佐藤（陸）．佐古田．

関原．庄司．佐々木．斎藤（昭）．斎藤（庄）．高

橋．丹下．手塚（杯）．塚原．忠鉢．碓氷．吉野．

（親睦活動委員会）　松山俊三宅

01月会員誕生

板垣俊次君．三井　　陸君

玉城俊一君．忠鉢　　徹君

吉野　　勲君

01月奥様誕生

加藤良子様．村中和枝様

庄司志津子様．鈴木　　勝様

津田満里子様



（新会員紹介）
迎田　　稔署

毛呂陸士君のプロフィール

生年月日　　昭和5年生れ

最終学歴　　日本歯科大学

家　　族　　奥様　幸子さん　　子供　男3人

趣　　味　　川・海釣

役　　職　　鶴岡地区歯科医師会理事

県歯科医師会専問学校講師

県歯科医師会公衆衛生常任委員会副

委員長

歯学博士

私と小・中学校、大学の卒業まで一緒です。

歯科医師会では公衆衛生の担当が長く、慈丘園、

愛光園等の施設に詳しいので、その方面での活躍が

期待されます。

（垂亘亘亘二）
毛呂健士君

御紹介をいただきました

毛呂と申します。

歴史と伝統のあるロータ

リークラブに入会出来まし

た事を光栄に思っておりま

す。

私の妻の親戚に、木彫界

の巨匠で、今は亡き平櫛田

中という文化功労章、文化勲章を戴いた方がおり、

104才で亡くなってますが、代表作として6代目菊

五郎の等身大の鏡獅子があり、東京の国立劇場のロ

ビーに飾られてあります。その翁が昭和46年の丁度

100才の誕生日を記して、「60．70は鼻たれ小僧

男ざかりは100から100から　わしもこれからこれ

から」と力強く書いた色紙がありますが、R．C会員

として私は鼻たれ小僧まで行ってませんが、昇たれ

小僧を通り越して男ざかりまで、今日の初心を忘れ

ないで努力したいと思います。

どうぞ御指導の程よろしくお願いします。

（ス　マ　イ　ル）

佐々木蕾彦君　同級生が一人増えました。残念な

がらロータリークラブの平均年令

は下りませんが…‥毛呂さんの入

会を祝して。

黒谷正夫君　　今度娘が無事歯科医を開業しまし

た。それについては石黒先生から

は御祝いを戴き、又石黒若先生か

らはお花を戴き、入会に際しては

迎田先生には大変お世話になりあ

りがとうございます。尚元会員の

斎藤得四郎さんの絵60号の「海」

と云う絵を待合室にかけてありま

すので是非ご覧下さい。

佐藤　昇君　　黒谷さんの設計をさせて戴きまし

て。

石黒慶之助君　　新年早々から毛呂君を迎えまして

当クラブは歯科医が3名となりま

した。この地区に歯科医が3名以

上のクラブは天童クラブと当クラ

ブだけです。迎田・毛呂両先生は

私の母校の後車でもあり、大変う

れしく思います。

迎田　稔君　　先般父の葬儀に際し御厚情を賜り

又、御会葬を戴きありがとうござ

いました。

（ビ　ジ　タ　ー）

立川R．C　　　滝　　禅源君

鶴岡西R．C　　斎藤陸治君

1【帥8ロータリークラブ創立　召和ニ4　6　　　承認　昭和34．（う　27　253鳳ズこ

け了募JrTう　付吉岡市　堅場町　雀帥1両「会議所内　電話　0235即77jl

例会場　鶴岡市塙場町物産館　3階ホール　例会　Ll　毎里火曜日　午後123（ト13（）



〔会員スピーチ）

十　二　支　に

1月から12月まで、1年

365日になっていますが、

30日増すと395日13ケ月に

なると、13支にネコが入る

ことになったそうです。

それでは、12支は何時頃

から云われてきたかと申し

ますと、これは中国の殿の

時代、つまり西暦300年前、中国の河南省の安院に

ある遺跡に見られますが、日本では正倉院の御物に

見られ、奈良時代以前から日本に伝わって来たと云

われております。

12支は月の満欠、そうして天と時、太陽暦が関係

して作られたと諸種に書かれております。

12支の動物の性格を申しますと、

子　子の年生まれは、細かな事に気がついて、無駄

使いせず、掃除好きで、苦労の中に貯めた金色

で突ない、人に倒されやすい性格である。
ウシ

丑　丑年生まれは、辛抱強く、根気よく、言葉少く

信用もあり、好き嫌いあって、押強く、腹が立

つと止めようもない性格である。

寅　寅年生まれは、考え深く、落ちついて、人の頭

とうやまれ、高ぶりすぎ、気まま勝ちで、身の

上と事を争う性格である。

卯　卯年生まれは、愛嫡ある故に人気もあり、福徳

もあり、取りとめもなく遠慮がちで、色のため

つ　い　て

嶺　岸　光　吉　君

に苦労ある性格である。

辰　辰年生まれは、人に立てられ、威勢よく、思わ

ぬ人の引立てもあり、短気で、負けず嫌いが損

となる性格である。

巳　巳年生まれは、金に一生不自由はなく、みえを

飾りて、疑いとねたむ心のあるのがきずなり。
クマ

午　午年生まれは、調子よく、お世辞上手で、人気

もあり、金まわり良く、陽気で、うわべを飾る

くせがきずなり。

末　末年生まれは、人をあわれみ、品も良く、芸は

あれども高ぶらず、取り越し苦労で遠慮がちで

危み過ぎて臆病がきずなり。
サル

申　申年生まれは、才能もあって、器用で、人の気

を取るうちは、案外意地悪く、誉められるため

損もある。
け

酉　酉年生まれは、あれもこれもと忙しく、働きな

がら世を送り、気変り多く、きまりなく、身分

にあまる大望は損する性格。

成　成年生まれは、義理がたく、正直で、人の為に

は蔭ひなたなく、骨折損多く、くよくよ思う性

去亥年生まれは、きまり良く、大望を貫く程の強

い気性、あとさき見ずの気早で、人に憎まれ、

損もする性格である。

この12支は伊勢暦から抜率したものです。

卯年は、中国では瑞兆のある年として解釈され、



目出度い前知らせの年であり、又開ける年であると

云われております。

日本では、音から満月になると兎の餅つきとか、

兎と亀のかけくらべ、大国命と白兎と童話等にたく

さん出て参りますが、中国では兎の餅つきでなく、

お　多　福　に

5回目の「エト」を迎え、もうこんな年になった

のかと我ながら感じているところであります。

年男ということでスピーチとのご命令であります

ので、何か申し上げてその責を果したいと思います。

さて、何を申し上げたら良いか、とまどっており

ますが、女性の話でも申し上げようかと思いますが、

私の様な「ヤボ」な者が、堅い所と言われる金融機

関に勤める者として、女性の話などしては、いささ

か不謹慎のそしりもありましょうが、先づはお話し

申し上げます。

皆さんの中には斎藤は何を言うのかと驚いている

方、身を乗り出している方もいらっしゃる様ですが、

どんな話になるか聞いてのお楽しみ。

さて、新年、お正月には各地の神社仏閣では色々

の行事が行われております。この地方では少ない様

ですが、地方によってはお神楽が多く行われている

と聞いておりますが、お神楽と言えば「ヒョットコ

とオカメ」が出てくるのが多い様です。

男の「ヒョットコ」はさて置き、「オカメ」は女

性であり、この「オカメ」はお正月の遊びにある福

笑いの「お多福」と同じ女性ではないかと思います

が、いかがでしょうか？「お多福」の顔は、皆さん

ご承知の通り、まことに福福しく、愛嫡ある顔をし

ております。美人か不美人か、その評価は人によっ

て分かれる処であります。

皆さんを拝見していますと、奥様のお顔を思い出

してか、ウットリしている方、或は家の家内はもっ

と美人だと言いたいそうな万もいる様で、夫婦円満

で結構なことであります。

さて、この女性「お多福」に五つばかりの特徴が

兎が薬を作っているところと昔から云われていたよ

うです。現在では、人間様が月に行く時代で、今年

は兎のように跳び上る、躍進する年であるように願

いたいものです。

つ　い　て

斎　藤　庄　治　君

あります。

一つ　目が細いこと

二つ　口が小さいこと

三つ　鼻が低いこと

四つ　髪を中央できれいに分けていること

五つ　目の上にアザの様な黒い跡があること

これが一つひとつ、それぞれ意味を持っているので

あります。先づ、

1．日が細いことは、他人の悪い所を見ない心。

2．口が小さいことは、他人の悪口も自分の愚痴

も言わない心。

3．昇の低いことは、我（ガ）をなくし、あらゆる

事に感謝する心。

4．髪の毛をきれいにくしげづり、真申で分けて

いる事は、礼儀正しく、中道円満の心。

5．日の上の黒い所は、角（ツノ）を取った跡で、

嫉妬心を起さず、他人の幸福を喜ぶ心。（般若

の面には角がある。花嫁の角かくし等）

以上の様に、それぞれまことに美しい心眼を表わし

ている訳であります。

この様な心を持っておれば、おのずと福の多い幸

せな人生を送れると言うことでしょう。この様な女

性の美徳は、強くなった現代の女性や、今の新人類

に窮極理解出来ないかも知れませんが、私共の様な

旧人類には五つの美徳は納得できることではないで

しょうか？

物資文明花ざかり、自分だけ良ければ良い社会風

潮の中で、このような美徳が薄れていくことは淋し

い限りです。

ロータリーの会員の奥様方は、きっと「お多祖」



以上に美しく、且つ「お多福」以上に福福しい美し

卯　　年　　に

い心のお持ちの方々と信じて話を終ります。

思

私も環暦の年男です。

12年前の1月にもこうい

うスピーチをさせられた想

いがあります。当時は会場

もここではなく、焼ける前

のひさごやさんの座敷でし

た。どの様な話をしたか全

く忘れましたが、どの様な

話をしたら良いか非常に悩み苦しんだ事だけははっ

きり覚えております。

当時（私事ですが）子供達3人がまだ小学生、中

学生でして、今ではその子供達がすっかり社会人に

なっております。私自身はさっぱり変らない様に思

えますが、子供達の事を考えてみますと、やっぱり

12年とはかなりの年月だと感じます。

胞和50年が卯年でした。その前年が寅年で、亜年

が丑年でした。昭和48年にはオペックの原油の大巾

上　野　三　郎　君

な値上げが決定され、そして昭和49年には非常な大

混乱が国内に起った、言わゆる石油ショックです。

その次の年の卯年には、幸な事にそう言う状態も終

息に向って沈静化して釆ました。

今朝、過去30年程の成長率等の資料を見て来まし

たが、30年程の間に経済の成長率と言いますか、前

年対比マイナスがついているのは昭和49年だけでし

た（－0．2％）　その年の消費者物価は24％余り高

くなっておりました。その翌年は成長率もプラス約

3％、それから消費者物価も11％に沈静化して来た。

と言う事が資料に出ておりました。

その12年後の今年が卯年でして、2年前の昭和60

年の9月にG5でドル高是正の合意がされ、そして

昨年、円高で国内に大騒動が起きたと言う事です。

先程、嶺岸さんの話の様に、この卯年がtt瑞兆の

年”で、何とか円高が終息して良い方向に行って欲

しいものだと感じております。

（会長報告）
山口篤之助葛

1．急激な円高と不況の中で、今日からは大寒です。

一段と寒さが感じられます。風邪も流行している

様ですので、健康管理に充分気を付けて下さい。

2．「日韓親善会議」協力金の依頼についての書面

が九里ガバナーより参ってます。要約致しますと

来る3月28～29日九州宮崎で「日韓親善会議」

が行われますが、運営費の不足額を補うため全国

ロータリアンより200円の協力を願いたい旨の実

行委員長より依頼あり、地区として会員の皆様よ

り100円の協力をいただき、残りは地区資金捻出

との事です。当クラブとしては個々に集めないで、

－「般会計より7，700円を協力致したいと思います

宜敷くお願いします。

3．鶴西高Ⅰ・A・C、クラブ創立20周年記念式典の

ご案内とご招待状をいただいてます。

日　時　　2月8日（日）

AMlO：00一一PM3：00

場　所　第2学区コミュニティーセンター

登録料　な　し

4　27年間皆出席の張紹淵君に特別製のバッチが来

ておりますので贈呈致します。

（幹事報告）
松田士郎署

○例会時間・場所の変更について

1．温海R．C　1月26日（月）の例会は新年会並

びにたら汁会の為

日　時　1月26日（月）

午後5時30分点鐘

場　所　滝の屋旅館



登録料　　3，000円

1．酒田束R．C　2月5日（木）の例会を姉妹ク

ラブ苗粟R．C訪問団が来訪の為

日　時　　2月4日（水）午後6時点鐘

場　所　御園別館

登録料　　5，000円

1．八幡R．C l月24日（土）の例会を新年会の為

日　時　1月24日（土）午後6時点鐘

場　所　新町公会堂

登録料　　4，000円

1．鶴岡西R．C

01月30日（金）の例会を

時　間　午後6時30分点鐘

場　所　　メゾンドなかむら

登録料　　4，000円

02月6日（金）の例会をインターアクトクラブ

20周年の為

日　時　　2月8日（日）午前9時点鐘

場　所　第2学区コミュニティーセンター

02月13日（金）の例会をたら汁会の為

時　間　午後6時30分点鐘

場　所　大山楼

登録料　　4，000円

○会報到着のお知らせ

米沢西R．C

Oいなほ作業所だより到着のお知らせ

〔＿季員会報車⊃

（国際親睦活動委員釘　石川寿男君

来月2月11日に台中港区扶輪社と姉妹クラブ続盟

の為に訪台致します。参加者は会員とその御家族合

せて22名になりました。その万々で今晩6時30分よ

り中国飯店で結団式を行います。結団式に多勢の方

方の御出席を希望致します。

（親睦活動委員会〕
藤川享胤宕

来週の例会は時間を変更して午後6時よりたら汁

会と致します。又、恒例のオークションを行います

が、今年はお金をいただく方2，000円、品物は2，500

円とさせていただきました。宜しくお願い致します。

（ス　マ　イ　ル）

張　紹淵君　　27年間皆出席が出来て。

石川寿男君　　何も言わないでスマイル（2月11

日に台中港区扶輪社と姉妹クラブ

続盟の為に訪台する会員各位に心

から感謝して）

田川錦造君　　私共の職員2名が人命救助という

事で鶴岡警察署長より表彰されて。

佐藤　衛君　1月15日（成人の日）東京で長男

の結婚式が出来て。

板垣広志君　1月15日、佐藤衛君のご長男の結

婚式に御招待いただいた事と、佐

藤家の御多幸を祝して。

藤川享胤君　　東京からの帰りの途中、車で事故

にあったが無事帰れたので。

（ビ　ジ　タ　ー〕

鶴岡西R．C　　三井盾夫君

ロータリー財団協力金

計　8，731円（1ドル156円）

†捌小コークリーークラブ批、二′二「椚U31t）〔｝　　7ゴ′（認　畔冊l封∴4　㌧　27　25・う地は

㌧登　り　】11川’d r＝　rい基町　紆湖南1＿会議廟勺　ノ這話（）235「2；17711

倒≦　場　酬育＝鴇岡直情増刷物産鮨：3階ホール　例会「1　毎1掛火曜日　′ト後123（ト1ニiU



〔季長報告）
山口篤之助看

1．次週2月3日午前11時30分より第8回定例理事

会を行います。理事、役員の方々は時間までにご

出席をお願いします。

2．悲しいニュースでございます。本日、石黒P．G

より連絡ありまして、P．Gの大原昔一郎先生が1

月26日午後5時23分心痛梗塞の為お逝くなりにな

られたそうでございます。お年は72才で1974年

（昭49）のガバナーで、石黒P．Gの分区代理、鈴

木善作さんの会長の年度でございます。憤しんで

ご冥福をお祈り申し上げます。尚、葬儀は1月31

鱈

会長報告も早々に恒例の鱈汁会が開催されました。

名料理長で当クラブ会員の新穂君の御協力により、

大変おいしい鱈汁を調理していただきありがとうご

ざいました。又、楽しみの一つでありますオークシ

ョンも盛大に行なわれ、みんな楽しい一時を過ごす

事が出来ました。親睦委員会、社会奉仕委員会の皆

汁

日午後1時より福島市たまのや斎苑で行われます。

3．本日は時間変更を頂き、待望のと申しましょう

か、恒例の鱈汁会でございます。鱈は今が一番美

味しい季節です。新穂コック長さんの味付けをご

賞味下さい。又、オークションでは景気良く競り

上げて、楽しく過したいと思います。

（ゲ　ス　ト）

山添高校校長　　阿部清三先生

鶴岡市英語研修相談員

ダニエル・マコービック君

全

様こくろう様でした。

オークション収益　　81，500円

寄　付　　　46，000円

合　計　　127，500円

スマイル会計に入れさせていただきました。

御協力ありがとうございました。
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卯　年　生　れ

⊂套盲スピ三ラ⊃

今年は「丁卯」の年に当ります。「干支」即ち十
干、十二支をt【えど’と云いますが、詳しくは、

木　　火　　土　　金　　水 

き　　ひ　　っち　　か　　みづ 
の　　の　　の　　　の　　　の 

兄働弟㈲　え　と　えと　え　と　え　と　え　と 
十　　干　甲乙　丙丁戊己　庚辛　壬発 
十二支　子丑寅卯　辰巳　午未申酉成亥 

となり、今年はttひのとう”であります。

私は卯年生れで、還暦に
当ります。生れた昭和2年
も「丁卯」ltひのとう”の

年であったわけで、今日の
話は昭和2年の出来事をふ
りかえる事から始めたいと
思います。
私自身もそうですが、代

代銀行に関係のあった私に
とって昭和2年は、金融恐

慌が起り、銀行法が制定された年であることを忘れ
ることが出来ません。
まず金融恐慌は昭和2年1月、若槻内閣がtt震災

手形”処理関連の2法案を議会に提出したが、審議
が難航致しました。3月14日片岡直温蔵相が「東京
渡辺銀行」が破綻したと失言したことから同行など
が取付になったわけです。間もなく治まったものの
4月に台湾銀行の支払停止で全国に拡がる様相を示
すに至り、その対策として4月22日（金）・23日（土）
の両日、全国的に銀行を休業とし、休日明け4月25
日（月）から3週間は大口支払いを規制して営業した
ことになるのですが、4月中に若槻内閣から田中内
閣に変り、5月に特別議会が召集されて、当面の修
復が行われたとなっております。この年3月・4月
とその後のものを含めて休業銀行数は37行でありま
したが、全体からすればほんの一部に過ぎず、これ
を契機に大きい銀行への集中が進んで行きました。
次にこの年、銀行条令が廃止され銀行法が制定さ

れました。金融恐慌と殆ど同じ時期に、即ち3月議
会提出、3月30日公布、そして昭和3年1月1日よ

に　匡l　ん　で

風　間　真　一　君

り施行というものでありました。その背景には、既
におわかりの通り、金融恐慌に至るような金融界や
財界の実体があり、その対応が急がれていた事情が
あったのであります。併し、この新しい銀行法には
5年以内という期限付きで銀行の最低資本金を100

万円にしなければならないという強行規定があった
ので、この法の施行によって多くの銀行が合併され
たり、淘汰されたりして大きい銀行が残っていった
わけであります。ちなみに、
銀行数　昭21，283

乱言　≡…≡燕重責≡垂三石芦義）
昭20　　59

）△745（最低資本金）

）△122（戦時体制）

事実上昭和2年に始まる昭和は、その後昭和4年
10月24日、暗黒の木曜日に始まる世界恐慌に巻き込
まれ、昭和5年の全解金、同6年の再禁止となり、
一方、同年9月に満州事変、7年5．15事件、8年の

国際連盟脱退と、軍靴の響きが高まり、昭和6年、
9年と凶作で農家は困難を極めたわけであります。
60年を経て今日、あの時代の歴史に学ぶものがある
のではないかとの所説もあるようですが、私は個々
の問題の比較ということもさることながら、何が起
きてくるかわからないという予見のむずかしさを痛

感致します。
そんな事で、今年の「丁卯」ttひのとう’’は勿論、

うさぎの跳躍のように飛躍は望ましいのであります
が、それよりも大事件、大きな困難など発生せずに
うさぎが走り去るように平穏に過ぎ去ってもらいた
いように思います。今年のことよりも先の方に目を

転じて、次のttひのとう”の頃はと考えてみると、
2047年でありますが、或る人が今後100年に何が起
きるかと書いているのに、その頃には「火星への移
住が可能」とあります。その頃は医学の決定的な成
果がない限り、全員天国にいる筈なので、それはお
いて、2010～2020年位の頃には、東京一ニューヨ
ークが1時間で、又、主要国語即時通訳可能とのこ

とで、成程これならばあり得ることだろうなあと思
われます。あと30年前後のことなので、私もその恩
恵に浴する望みを持つ資格があるのではないかと患
い、希望を持って心身の老化を防ぐよう務めたいと
思っております。



（‾会長報告）　山。篤之助君
第8回定例理事会の議決事項をご報告致します。
1．台中港区R．Cとの続盟式訪問団の出発は1週間
後に迫りました。参加されます方は特に健康に留
意され、全員参加で責任を果してまいりたいと思
います。
（1）台中港区R．Cより送られて来ました児童生徒

の書画の作品に対する賞状・記念品を全員にお
贈りします。

（2）台中港区R．C会員へのお土産は高級ノートを
60冊準備。（1，200円のところを900円で石井

敬三さんにお願いしました。）
（3）台中港区R．Cへの続盟のお祝いとして、20万

円をお上げすることに決定。
2．第4回クラブ協議会の期日変更について、2月
17日の予定で発表してありますが、当日、ファイ
ヤー　ミーティングを行う事に決定されましたので
24日（火）に変更致します。

尚、場所、議題は後日ご連絡致します。
3．「青少年海外短期交換プログラム」について

当地区と台湾第347地区（高雄を中心とする地
区）との問に交換計画がまとまり、鶴岡工業高等
専門学校Ⅰ・A・C高橋和也君が推薦され、派遣が
決定されました。

○期　　間　　3月13日（金）～21日（土）

○経費負担　　成田空港までの旅費と宿泊代3

万円
○一行は生徒8名と顧問教師2名。庄内分区よ

りは温海・鶴岡西高校より各1名ずつ派遣さ

〔車盲亘二亘〕　板垣広志署
1．会報到着のお知らせ

山形西R．C、山形R．C、鹿児島西R．C
2．地区大会のお知らせ
国際ロータリー第275地区地区大会

日　時　　3月19日（木）・20日（金）

場　所　新高輪プリンスホテル
登録料　第1日日　6，000円

第2日日　9，000円

3．東北電力㈱鶴岡営業所より新社屋コミュニティ
ールームの名称募集についてのお知らせがまいっ

ております。（回覧中）
4．，87ロータリー国際年次大会ミュンヘン（6月

6日～10日）の案内が入りました。ご希望の方は

事務局で詳細が分りますのでそちらの方へ。

（亘亘互垂：章二）
〔亘亘享卓二を）　佐藤　衛看
（1）年間皆出席

14年間皆出席　　吉野　　勲君
14年間　〝　　　佐藤友吉君
10年間　〝　　　菅原辰吉君
7年間　〝　　　阿蘇司朗君
2年間　〝　　　塚原初男君

（2）2月100％以上出席　　2名

張　　紹淵君　175％
新穂光一郎君　125％

（3）2月100％出席　　　41名

阿蘇．藤川．布施．平出．飯白．石川．市川．飯
野．小池．小松．三井（賢）．三井（陸）．嶺岸．迎
田．松田．皆川．松山．中江．佐藤（忠）．佐藤（噸）．
佐藤（衛）．佐藤（友）．佐藤（元）．菅原．鈴木（弥）
佐藤（陸）．関原．庄司．鈴木（茂）．佐々木．斎藤
（昭）．丹下．津田．手塚．塚原．忠鉢．碓氷．若
生．山口．吉野．笹原（信）

〔亘睦活動委員会）　藤川享胤看
（1）2月会員誕生

早坂徳治君．笹原桂一君
斎藤　昭君．手塚　拓君
内山喜一君．碓氷節雄君
清水二郎君

（2）2月奥様誕生
松山　貞子様
田中ミキ子様

（車重車重垂）石川寿男君
先日、三井健さん主催により台中港区R．C訪問壮

行会を催して戴きましたので、ご報告とスマイルを
致します。

また、会長報告になかったものとして、下記報告
とご案内を申し上げます。
（1）1月20日、台中港区訪問結団式を中国飯店で行

ない、団長に山口会長と致しました。

（2）本日例会終了後、訪台の打合せを行います。

（ス　マ　イ　ル）
佐藤友吉君　14年間皆出席を感謝して。
布施隆夫君　　鱈汁会オークションで81，500円の

売上げと、46，000円の寄付金、合
計127，500円をスマイル会計に入

金したことを社会奉仕委員会とし
てご報告と感謝申し上げて。

加藤　賢君　クラブ会報に間違いがあり。
山口篤之助君　　鱈汁会がおいしかったこと、オー

クションで盛り上ったこと、訪台

壮行会を1月31日にして戴いたこ
と等を感謝して。

石井敬三君　台中港区R．Cへのおみやげをご購
入戴きまして。

（j＝∈互≡二）
余目R．C　　　佐藤孝二郎
鶴岡西R．C　　三浦正

瀬尾助三郎
三井盾夫
児玉光弥

鶴岡ロータリークラブ恥工　昭和34・6　9　承認　昭和34　6　27　253地区

事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

例会．場　鶴岡市一計場町物産館　3階ホ一一ル　例会日　毎週火曜日　午後1230～130
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患者さんのタイプについて

〔β員スピーチ〕

すべての職業の部門でも

言えると思いますが、普通

の人とはちょっと変った人

がいると思います。私の治

療室に来る患者さんの中に

も、色々変ったタイプの人

がいます。歯科医に好感を

もたれる人、又、そうでな

い人もいらっしゃいます。出来ればどんな患者さん

に対しても変らぬ態度で接するのが良い歯科医です

が、それとても理想と現実には隔りがある様に思わ

れます。

患者さんのさまざまなタイプを私なりに分析して

順次説明してみます。多忙な治療室でストレス解消

も兼ねて、この位のタノシミを必要とします。

アシカラズ

○演　説　型：治療椅子に座ってから、数年前から

の虫歯の経験を話し、その症状を詳

細に説明し、他の治療済の虫歯につ

いても同様に細かく、どこの歯医者

さんでどの様に治療したか、又、金

額はいくらだの、その経過をジェス

チャーたっぷりで説明演説するタイ

プ。

○浮　気　型：1回か2回の治療で、虫歯の痛みが

消えてしまうと、そのままほったら

毛　呂　健　士　君

かして、又痛くなると今度は別の歯

医者に行き、そこも1～2回で治療

を中止し、又、新しい歯医者さんに

行くといったタイプ。

○短　気　型：虫歯になって何年も経ち、穴の中で

化膿している様な歯でも、歯肉が赤

く腫れていようが、1回の治療で何

本もの虫歯を全部治ゆして欲しいと

いう欲の深いタイプ。この様な患者

さんに限っていくら説明してもむだ

で、全く短気でわがままな人です。

○意志薄弱型：虫歯の治療を何回かして、いよいよ

終る段階に達すると来院しなくなり、

自然に中止してしまい、その後又、

何か月後かに痛み出し来院し、「ど

うも仕事が忙しくて、今度は完全に

治るまで通います」と云いながら、

痛みが消えると同時に、次第に足が

遠のくといったタイプ。

○慎重派型：数本の虫歯がありながら、1本ずつ

治療して下さいと云うタイプ。1本

ずつ治療してもらえば念には念を入

れて治療してもらえるとでも思って

いる様です。次に痛くなった場合も

同様に1本のみの治療を希望する患

者さんです。



○すべり込み型：治療時間が午後5時半となってい

ると、必ずその1分前か2分前頃

に受付に顔を出すタイプ。

○井戸端会議型：待合室で待っている時に、だれ彼

ともなく話相手にして、世間話を

細大漏らさずニュースを語り、自

分の順番を他人に譲ってもベラベ

ラとしゃべりまくるタイプ。最近

は井戸がほとんど見当りませんか

ら、待合室を代用に考えているよ

うです。

ところで皆さん、私にとって稀では有りますが、

困った患者さんがいます。それはどういうタイプだ

と思いますか？　それは治療費未払い型です。まだ

この他に色々なタイプがありますが、このきびしい

世の中、一喜一一憂してもしょうがないので、ユーモ

アのある毎日を過ごしたいと思います。

以上、様々なタイプの患者さんを紹介しましたが、

何と云っても一番うれしいのは笑顔でお互いに感謝

され、感謝し、患者さんというよりも一人ひとりが

友好の絆で結ばれる様になる事が、私としては最大

な喜びです。

し至＿長報二重⊃
山口蔦之助署

1．数ヶ月前より準備して参りました台中港区R．C

との姉妹クラブの続盟式も愈々今日午後2時46分

で鶴岡を出発、明朝8時50分中華航空機で羽田を

発ちます。続盟式は13日午後6時で行われます。

一行のメンバーは次の方々です。

P．G石黒慶之助　さんご夫妻

鈴木弥一郎　さんご夫妻　松田士郎　さん

石川寿男　さんご夫妻　藤川享胤さん

市川嘩雄　さん　　　　　佐藤　　忠　さん

吉野　　勲　さん　　　　　斎藤　　昭　さん

庄司嘉男　さん　　　　　阿部与十郎　さん

中江　　亮　さん　　　　富田孝一さん

佐々木震彦　さんと娘さん

山口篤之助夫妻

会員のお友達2名　　　　　　　計　22名

台中港区R．Cには大へんお世話になる事と思い

ます。又、今日までご協力いただきました会員の

皆様に感謝申し上げ、立派に責任を果して、国際

親善と友情を深めて参ります。

2．来る2月24日（火）は第4回クラブ協議会を行

います。委員長さんは必ずご出席をお願いします。

場　所　住　よ　し

時　間　午後4　時

登録料　　3，000　円

3．鶴岡西R．Cの鶴岡西高等学校Ⅰ．A．C創立20周

年記念行事が去る8日、第2コミュニティーセン

ターで盛大に行われました。大変おめでとうござ

います。出席者は青少年委員長の塚原さんとイン

ターアクト委員長の皆川さんと出席して釆ました。

（幹事報告）　松田士郎署

○会報到着のお知らせ

東京R．C、酒田東R．C、酒田R．C

01987一㌧1988年全国会員名簿発行のお知らせ

1組3，300円　送料別

必要な方は2月25日迄事務局まで。

（ス　マ　イ　ル）

津田晋介君　　先般ある所で白内障でないかと言

われ、これは大変と思い、昨日庄

内病院に行ったところ、幸い若い

先生から白内障でなく老人環と言

われ、何も心配も薬もいりません

と言われ大変うれしくなって。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C　　桜井　　晋君．村山　　責君

中村　　紘君．石黒慶一君

菅原幸雄君．長野正彦君

斎藤喜一君．桜井　　清君

鶴岡ロータリークラブ創立　昭和34．6　9　承認　口綱目34・6　27　253地区二

車重を局　鶴岡箱馬場町　鶴岡商t会議析内　電話　0235触7711

例会楊　鴎閲市馬場即物産館　3帽一ホール　例会　日　毎週火曜日　午後1230～130



台中港区扶輪社との第5回姉妹クラブ続盟式特集

市　長　メ

、、′　　　本市の鶴岡口一夕リークラブが御地を訪問するに

あたり、一言ごあいさつを申し上げます。

黄ロータリークラブにおかれては、結成以来、常

に社会奉仕の理念に徹せられ、又、国際的視野に立

って、国際理解と友好親善の掛け橋に大きな役割を

果しておられることに深甚なる敬意を表する次第で

す。

その間、鶴岡ロータリークラブと姉妹クラブの盟

約を締結され、今日まで輝けるロータリアン精神に

のっとって、友情と連帯を深めてこられ、更にこの

度、姉妹クラブの盟約続盟証を交換されて、引き続

き、ご厚誼を賜ることができますことは、誠にご同

慶にたえません。

当鶴岡市においては、昨年6月、来るべき21世紀

を展望した新総合計画を策定し「歴史と自然を生か

し、個性豊かで活力に満ちた魅力あるまち鶴岡」の

建設を目指して東北地方、山形県の中核都市にふさ

わしいまちづくりを推進して参りたいと考えており

祝

親愛なる台申港区ロータリークラブの順調な御発

展に敬意を表し、心からお喜び申し上げます。

本日貴クラブと私共の鶴岡ロータリークラブとの

姉妹クラブ盟約を継続する続盟式典に、鶴岡クラブ

を代表して会員・家族20余名と共に参加出来ました

事は、私にとって終生忘れる事の出来ない思い出で

あり、ここに祝辞を述べる機会を与えられた事を光

ヽヽ

ッ　　セ　　ー　　シ

ます。

このためには、十万市民の英知とエネルギーの結

集が不可決の要件であり、今後全面的な国際化社会

の到来が予想される中で、ロータリークラブのご活

躍に期待するところ、実に大きなものがありますが、

このたびの訪問を機に、貴港区との親善友好の輪が

益々深まることは、実に有意義なことと存じます。

国際的理解と国際協調性を持つ市民が数多く育つ

ことを念願すると共に、国際商港として確固たる基

盤を築きあげておられる台中港区、並びに限りない

躍進を続けておられる台中港区扶輪社の尚一層のご

発展と貴職のご健勝を心から祈念し、メッセージと

致します。

昭和62年2月

台中港区扶輪社

社長　地　　図　器殿

鶴岡市長　斎　藤　第　六

辞

山　口　寛之助　君

栄に存じております。

今を遡る1975年3月8日に両クラブの先輩会員の

真剣な御骨折りと、相互の理解が実を結んで姉妹ク

ラブの盟約を交して以来12年間の永さに亘り、相互

に交流を深め、信頼と友情の絆は年と共に益々強固

なものに発展して参り、親戚以上のお付きあいをい

ただき、誠に感謝に堪えません。



そして昨年5月には、貴ク

ラブ創立15周年記念式典にお

招きをいただき、目のあたり

に素晴しく盛大な式典を見て

感銘を深くした次第でありま

す。特に児童生徒の書道、絵

画作品の交換展示は、両クラ

ブ会員以外の多くの方に国際

親善の認識を高め、次の世代

に国際友愛の輪を拡げた事は、

貴重なロータリー活動の範と

して高く評価されるものと確

信し、御協力下さった児童生

徒の皆さまには、後刻貴クラ

ブを通じて彰状と記念品を贈

呈する所存でございます。

思えば、12年前の4月、桜

花爛漫と咲き誇る鶴岡に貴ク

ラブの社友でいらっしゃる現

分区代理の呉金生先生をはじ

め一行4人の方が来訪された

時、初めて姉妹クラブが出来

たんだなあ／／　という実感が

湧いたのであります。わけて

もそれが海を越えて…‥と云

う事が私たちの興味と関心を

かき立てたのであります。

その当時の当クラブの元老たちは、多かれ少なか

れ不幸な日中戦争にまき込まれた方が多く、戦後の

荒廃の中で今日の日本の運命付けに偉大なる影響力

を発揮された蒋総統の恩義に痛く感激致し、ご一行

を心から御歓迎申し上げた思い出があります。時は

移りてその元老たちの幾人かは今は亡く、黄泉の下

から今日の契りを見守っておられる事を考えると、

感慨無量であり、平和の有り難たきと責任の重さを

ひしひしと感じさせられます。

私たちはこうした先輩たちの残されたロータリー

の遺産を大切にしながら一層の努力を重ね、姉妹ク

ラブという種木を枯らすことなく国際親善の理想を

可能な限り拡げていく事を誓うものであります。

両クラブの情報の交換や奉仕活動のあり方の検討

就中青少年の交流を促すことは最早時代の要請と申

すべく、我が253地区では既に台湾南部の第347地

区と、この3月と7月を目途に青少年の交流をする

計画を進めております。

又、日本のロータリーが単独に創設した米山奨学

金委員会の活用についても充分に御検討されるよう

おすすめ致します。この事については、後刻講話の

形で、この道専門の当クラブの会員である石黒パス　＼y

トガバナーから申し上げる予定でありますので、ご

参考にしていただけましたら幸いと存じます。

以上、私の祝辞を閉じるに当り、絶会長さんはじ

め会員の皆様の心温まる御歓待に対し、重ねてお礼

を申し上げます。

最後になりましたが、本日は青梅ロータリークラ

ブの皆さまとも御同席出来ました事を大変光栄に存

じています。どうぞお帰りになられましたら、皆さ

まに宣しくお伝えいただきたいと存じます。

台中港区R．Cの益々の御発展と会員の方々の御健

勝と、青梅R．Cのご発展と御健康をお祈り申し上げ

ます。

ありがとうございました。　謝々
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米山奨学会は中日親善の架橋となるか

米山奨学会理事
R．Ⅰ第253地区P．G

石　　黒　　慶之助　君

国あり、連合国の意のままに処

理される開聞以来の破局を迎

えました。

その時、蒋介石総統閣下は

「怨みに報いるに徳を以って

せよ」と申され、青天白日旗

のような君子の徳を示されま

した。例えば、

（11カイロ会議では

天皇陛下をシベリア追放

とか絞首刑を主張した連合

国側の主張をしりぞけ、天

皇制は日本国民が決すべき

で他国が干渉すべきでない

と申された。

（2）日本の軍事占領について

は連合国側は中国、米国、

ソ連の分割統治を提案され

たが、戦争で最も大きな被

害を受けた中国の薄総統閣

下は、日本本来の国土は一

本日、国際ロータリー第346地区台中港区扶輪社

と第253地区鶴岡ロータリークラブとの姉妹クラブ

提携結盟式を締結されたことは、両クラブの親睦の

ためまことに慶賀に耐えません。私は台湾が大好き

です。

今回で4回目の貴国訪問ですが、訪問のたび、貴

国のすぼらしい発展に驚き、皆様と共に栄える両国

の将来性を喜んでおります。

本日、青天白日旗のもと高齢の私にスピーチの機

会を与えられたことを無上の光栄と思います。青天

白日とは、明朝の頃洪自誠が菜根語という本に「君

子の心事は天青く日白く、人をして知らざらしむべ

からず」と申され、これは君子の心を現しているも

のと信じます。

今から42年前（1945年8月15日）中華民国の皆

様に大変ご迷惑をかけた太平洋戦争が日本国の大敗

によって終結しました。百本も中華民国も疲れ切っ

た困窮の中に苦しんだのです。日本は無条件降伏で

括アメリカの統治にまかせ

独立国として認めるべきで

あり、世界平和のために貢献させたいと主張され

た。よって分割統治がまぬがれた。

（3）封日賠償金の請求を放棄する

フィリピンは80億ドルを要求したが、5億5千

ドルで妥結する。最も損害を受けた中華民国とア

メリカは賠償金を放棄した。

このように日本再生をうながして下されたのは、亡

き蒋介石総統閣下と貴国民であります。神にも似た

仁徳の東洋精神をお示し下さいました。この大恩あ

る中華民国との国交は中共との関係より政治的に断

交していることは、まことに残念断腸の思いであり

ます。

しかし、日本国民の感情は青天白日旗を尊敬し、

貴国に親しみを持ち、恩義は決して忘れておりませ

ん。私共が貴国に感謝する心として姉妹クラブの締

結や心の友を沢山持っております。有難いことです。

感謝する心が世の中で満足と幸福をもたらします。
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蒋介石総統が若い頃、日本の陸軍士官学校で学ん

だことが親日的となっておられたので、戦後の処理

に多大な好意を示され、日本の将来を案ぜられたか

判りません。青少年時代の留学は視野を広め、その

国への理解を強く深めます。現在私の手元に米山奨

学生を3人抱えております。高雄の割振姫君、南投

解竹山鏡の察冠邦君、雲林願台西郷の丁敏正君の3

名であります。今年度地区の割当は2名であります

が、既に私の手元に貴国留学生3名の応募申し込み

を受けております。奨学金は毎月大学生には10万円、

大学院生には11万円宛2ケ年間学費を支給されます。

米山奨学生は既に25ヶ国3，977名をお世話し、中で

も中華民国は最も多く、2，107名の奨学生をだして

います。今年度は全国内で380名の奨学生を採用し

ておりますが、次年度は500名を採用する予定であ

ります。政府資金を使えない台湾の学生には米山奨

学会が大いに役立っていることを認識願います。日

本政府もこれを喜んでおります。

米山奨学会の資金は、日本のロータリアン約十万

名全員が、ロータリー財団やポリオプラスなどの他

に、米山奨学会へ独自に醸金し、東南アジア出身の

日本留学生への支援を行っている日本だけの特異な

奨学金制度であります。それは、1920年アジアにロ

一夕リーを初めて導入した東京ロータリークラブの

初代会長、米山梅吉氏（1946年、78才3ケ月で物

故）の偉業を記念し、1954年より始められた育英事

業であり、1967年（昭和42年7月1日）に財団法人

ロータリー米山記念奨学会として正式に発足しまし

た。見返りを欲しないロータリーの国際奉仕と考え

て頂けば幸いと考えます。

私は過去にお世話した貴国より、現在3名の留学

生の他にも察慶隆君、イランのチエバリ・エスマイ

ル君、マレーシアのタソ・ブン・リヤン君とは今尚

文通を続け、互いに信頼感を深め、親しく友情を交

わしております。それは私の生甲斐であり素晴しい

幸福であります。人間は独りでは生きられません。

世界中の人々から生かされているのだと考えます。

米山奨学生が貴国と日本との友情の架橋となって、

永遠の平和に貢献していることは間違いありません。

世界平和は吾々の強い願望であります。元R．Ⅰ会長

ポーマー氏は「平和は戦争による勝利に勝る勝利で

あると申されました。

最後に、親愛なる台中港区扶輪社の皆様のご健勝

とご繁栄を心からお祈り申し上げ、長く変らぬ友情

に心から感謝し、私のスピーチを終ります。

〔ゲストスピーチ〕

庄内農業活性化への道

我が国は、円高が内需拡

大によって繁栄をもたらす

か、あるいは不況になるか

の選択がせまられている状

況下で、庄内農業の活性化

又は構造再編の課題は、内

需拡大志向の農業と他産業

との均衡のとれた産業構造

への転換を必要条件として、農業・農村社会の変貌

過程で生じた都市化・工業化、過疎化、農村人口の

高齢化、兼業農家の増大と滞留、農家経済の自給率

の低下といったさまざまな問題に対処するものであ

加　藤　　　功　氏

る。更に、今後、農業・農村のあり方と関連して把

握されるものであって、さしあたって、庄内農業活

性化の条件整備としての道路や土地基盤整備、ライ

ス．センターなどの近代的施設の整備、就業機会の

拡大、総合的環境整備、その他、伝統的文化の保存

と都市住民との交流促進があげられる。いずれにし

ても、社会進歩のなかで農業を正しく位置づけ、人

類史的な共通課題として捉える必要がある。

庄内農業活性化又は構造再編の目標は、第1に庄

内の農業者の総合的福祉の向上と公正化にある。そ

れには農業生産を振興し、農業生産所得と個別農業

経営の純収益の増大によって、農家所得で生活の向



上と安定が得られるように、生産、流通、そして生

活環境と社会関係を構築する。第2に庄内の農業者

の総合的福祉の向上に立って、国民食糧の安定供給、

地域経済の活性化、自然資源、環境の保全という公

益を実現することにある。

個別農業経営発展の方向は、農業で自立できる経

営の育成が究極の基準としながらも、現実には男子

基幹従事者のいる中核的自立経営農家を、地域農業

振興の主軸に据えざるを得ない。それには推進母体

としての自治体、農協、その他農業関連産業の役割

・機能が大いに重視される。

さて、昨今の庄内農業の構造変化についてみると、

先ず、農地法下の自作農的土地所有構造から、請負

耕作、作業や経営受委託や農用地利用増進法下の賃

貸借による利用権設定などによって借地農的土地所

有構造に変化しつつある。

次に、農業生産力構造では農業経営は他地域より

も青壮年者労働力によって担われているものの、総

兼‘業化の進行により高齢者、婦女子労働力が多くな

り、後継者難など健全な農業経営の確立が課題にな

っている。それに対応するかのように、農業の近代

化がなされ、土地基盤の整備による水利化、乗用ト

ラクター、田植機、自脱型コンバインなどを装備し

た中型機械化一貫作業体系にみられる機械化、トン

ネル、ハウス栽培などの施設化、肥料、防虫害、除

草剤などの化学化が進んだ。更に、ササニシキなど

良質多収品種の作出や新しい栽培技術、そして集団

的生産組織の補完機能によって生産効率の向上が行

われてきたことは事実である。しかし、庄内農業は

米生産調整によって稲単作から脱却し、大豆、麦を

はじめ、地域特性を活かした特産物の導入によって

複合生産体系の確立が課題となっている。

従って、今後、庄内農業活性化の道では、1つは

活力ある経営主体を確立し、産業として自立しうる

農業をめざすこと。中核的自立経営農家が主軸とな

って、規模拡大によりコスト・ダウンをはかり、供

給力を強化するとともに、高齢者・婦女子専従農家

や自給・定住者農家がそれぞれの生産意欲に応じて

役割、機能を担って、地域全体の農業振興をはかっ

ていくことである。2つは、農業生産において、水

田農業確立対策下でササニシキ、庄内32号などの米

の超高品質、低コスト生産を推進すること。農地の

流動化により利用権設定で作業・経営受委託を進め

規模拡大によってコスト・ダウンをはかり、ライス

センターの導入、整備で品質の高位平準化、作業受

委託の育成強化、機械の共同利用を進め、土づくり

による安定多収を達成する。その他、地域特性を活

かした特産物の導入など、商品性の高い野菜・果樹

を振興し、またフライト型農業を志向し、複合経営

を形成し、地域複合生産体系の確立をはかっていく

ことである。3つは魅力ある農村社会の建設である。

豊かで活力ある住みよい農村社会を形成するために

農業者とともに地域住民の総参加によるむらづくり

に取り組み、地域資源を活かした地域産業の育成、

安定した就業機会の創出、快適な居住環境、都市と

農村との交流、更には国際交流をはか．って開かれた

豊村社会、国際化に対応した地域社会を形成してい

くことである。

（会長報㌻）
山口篤之助署

1．台中港区R．Cと第5回姉妹クラブ続盟式に石黒

P．Gご夫妻を始め、多くの会員ご家族のご参加を

いただき、去る2月11日羽田空港を出発、13日、

台中市の全国大飯店でガバナー張騰嘩先生を始め

石黒P．Gの地区大会にR．Ⅰ会長代理としてお出に

なられました英先生、並びに石黒P．Gの同期のP．

Gの諸先生、近隣クラブ会員、台中海区の会員、

ご家族、青梅クラブの会員、ご家族等180名。

多くの方々のご出席のもと、午後6時点鐘で約1

時間半にわたり厳粛に行われました。鶴岡市長のメ

ッセージを吉野会長エレクトに代読をお願いし、石

黒P．Gからは記念講演として「米山奨学会は中日親

善の架橋となるか」の演題で講演されましたことが

印象的であり、無事大役を果して参りました事をご

報告願います。又、懇親会は飯店の地下大ホールで

盛大に行われ、演芸の飛び入りも出て大へん賑いま

した。

観光も台湾の最南端のガランピ灯台まで足を伸ば

し、連日晴天に恵まれまして、真夏のような暑さの

中で、事故も無く楽しい旅行を続ける事が出来まし



た。ゴルフ組の一行も真赤に陽焼けし、連日楽しい

プレーをして来られたそうで、台中港区R．C会員と

は益々友情を温め、親睦を深めてまいり、大変お世

話になって参りました。

15日夕方無事羽田空港へ到着。昨日それぞれ家庭

へ帰りました。交通公社の富田さんには大変ご苦労

をおかけ致しました。尚、詳しいご報告は、佐々木

名カメラマンのスライドを見せていただきながらご

報告とさせていただきます。一行の皆様、会員の皆

様のご協力に重ねてお礼を申し上げます。

台中港区R．Cより、クラブへお土産として上敷

（大甲草）をいただきましたので、ご被露致します。

〔幹事報告）
松田士郎署

○クラブ協議会のご案内

日　時　　2月24日（火）　午後4時

場　所　昭和町　住　よ　し

登録料　　3，000円

懇親会　午後5時30分より

多数ご参加下さい。

0ファイヤー．サイド．ミーティング

午後6時、京寿司で行います。

登録料　　2，000円

02月24日（火）の例会より、例会場所が産業会館

5階ホールより物産館3階ホールにもどります。

〔‾ぉ　知　ら　旦＿＿〕
矢部　　晋壱

○鶴岡市社会福祉協議会会長．斎藤第六殿よりNH

K福祉セミナーのご案内

日　時　　2月28日（土）

午後1時30分開会

午後4時閉会

場　所　鶴岡市産業会館5階ホール

講　演　「高令化社会を生きる」

秋山太一郎氏（荘内日報社社長）

〔市
張　紹淵君　続盟式に同伴出来なくて。

石川寿夫君　　続盟式を無事終えて。

若生恒吉君　　商工会議所議員と役員の懇親マー

ジャン大会で優勝したので。

佐々木語彦君　　前坂本局長に個人的に撮影を依頼

していた当幼稚園記録（61．4一、一

7）フイルムが完成。それを見、

感無量だったのと、坂本さんの御

冥福を祈って。

松田士郎君　　創業75周年記念パーティー無事終

了したので。

高田耕助君　　NTT株式公開売出し上場に際し

て御世話になった御礼と、今後の

成長を期待して。

佐藤　薗君　　件の分NTT株式抽せんに当った

ので。

阿蘇司朗君t　本年度交通安全協会より優良運転

毛呂陸士君J　者の表彰を受けたので。

（ビ　ジ　タ　ー〕

鶴岡西R．C　　三井盾夫君

米山奨学会協力会

計10，079円（1ドル156円）

組瞳巨ロ　ークリトークラフ削、l′二1闘旧4（う　し）　7≠＼認　臼綿134　0　27　25こり也区

行程　局　純川　rFJ罵場勘　鶴岡商‾1＿会議凧勺　電話　02：う5：‘21〉7711

例会楊　柳荏いい±ら域町物産緒　封楷ホーJL　例会　口　毎週火帽三日　午後12LiO～13し一
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⊂亘＿ヒ竺亘⊇⊃
tt　日本社会、l

私も約11年前1度、R．C

に家内と→緒に御招待いた

だいた事があります。

私の父もニューヨークの

北方のユチカ市のR．Cに入

っており、父よりR．Cの社

会奉仕の事業や日米交流の

事業等についてよく聞いて

おります。

10年前、庄内に留学出来、色々な方々のお世話に

なりながら2年間滞在する事が出来ました。その後

時々庄内に来ており、今回で5～6回になった。多

勢の方々にお世話になりながら、色々な事を研究す

る事が出来ました。

私は、米国で－へ殻的なtt日本社会入門”の授業を

しております。学生は、ほとんど日本の事を知って

おりません。最近、マスコミの情報等により日本は

勤勉だ、働き過ぎだとか、横のつながりがない縦型

社会だ、集団主義で一体感だけ強い、農業を甘やか

す農業政策を取っている等と、少しずつイメージや

知識を持って授業を受けています。

それで今私は、日本社会入門の講義に於て、私な

りに理解した限りで、歴史、宗教、社会構造等を混

ぜて授業しております。学生達に日本について正し

い知識を得させる為に自分なりに努力しております。

今回も、地方のことをよく理解して、自分の研究を

進める為にも、もう少し授業が良く出来る為にも庄

円に来ました。

を教えるために

イエール大学助教授　ケーリ・ウィリアム　氏

私は以前、庄内の歴史について研究しておりまし

たが、現在は地方の日常生活の様式等について研究

しており、将来それらを集約してtt本”にしたいと

思っております。

日本の日常生活について、外人がどう受け取って

いるか紹介してみます。

家庭・学校・職場の組織を見てみると、人間朗係

に矛盾が感じられます。一つは、日本は世界一の学

歴社会だと言われておりますが、教育制度について

も、親の望み、悩みが混在しているようだ。

米国人である私にとって、日本のtt参勤交代”に

非常に興味を持っている。当時の幕府は、中央と地

方の関係を上手につくった。今は、tt終身雇用”が

社会の一本の柱となっており、教育というものが重

視されてきている。

日本の教育制度について国内では色々批判されて

いる。しかし国際的にはこの制度を高く評価されて

いる。私はそれほど極端に判断したくない。ただ、

その教育制度が地方にもたらす影響力に興味を持っ

ております。教育を受けた優秀な人達は皆、地方か

ら中央に出ていってしまう。私は本当に矛盾を感じ

る。

二つ目は、朝日村の雪おろしツアーを見て不思議

に思えた。何故、都会人がお金を使ってまでも地方

の、しかも他人の家の雪をおろすのか…。そこに、

地方生活の中にも矛盾を感じました。一方では生活

が近代的に合理化しており、又、一方では故郷の再

発見をしている。高度成長の中で、昔の事、伝統的



な事が見直しされてきた。地方の人達は伝統を守り

ながら、将来に向って生活様式の近代化をはかって

いる。矛盾に思えるような事でも、それがうまく調

整とれれば、地方の発展に寄与出来るように思える。

その意味では、R．Cの事業に於ても、優秀な人々が

地方から離れないように、文化とか経済基盤を作っ

てゆく上で、重要な役割があるように思える。

私は日本はあれだ、米国はそれだというような単

純な日米対比は好きでない。地方に住んで、毎日の

問題点を外人なりに理解し、地方人の価値感、何を

望むかを学び、米国人に対し正確にtt一般的な日本

社会’’を教えてゆきたいと思っております。

〔季長報告） 山口篤之助署

○県立鶴岡西高等学校LACより20周年記念式典の

成功を喜んでお礼の手紙が参ってます。

○本日午後4時より第4回クラブ協議会を昭和町住

よしで行います。時間厳守でご出席をお願いしま

す。登録料は3，000円です。

議題は、

G）前半の活動と後半の活動の調整について

④　出席率向上について

○此の度ポール．ハリス．フェローになられました

小松広穂さんへ、メタルと額が参ってますのでお

渡し致します。こ本人は勿論、クラブでも大変名

誉な事であります。

○次週3月3日は第9回定例理事会を午前11時30分

より行います。理事・役員の方のご出席をお願い

（幹事報告）　松田士郎君

○大江R．C創立20周年記念式典のご案内

と　き　　昭和62年4月19日（日）午後2時

ところ　　大江町立左沢小学校

登録料　10，000円

○鶴岡市社会福祉協議会会長斎藤第六氏より、映画

「痴呆性老人の世界」上映会に伴う入場整理券の

希望調査について

と　き　　3月15日（日）午後2時～3時24分

ところ　鶴岡市中央公民館市民ホール

入場無料

○会報到着のお知らせ

苗粟R．C（第346地区）

○ライラ研修会のポスター到着

○今日お配り致しましたロータリー談議の中で、74

頁に当クラブの張先生の記事が載っております。

⊂吏＿＿マ　イ　ル〕

小松広穂君　　孫娘が大学に合格出来、又、此度

ポール．ハリス．フェローの表彰

を受けましたので。

石黒慶之助君　　此度の訪台で楽しい旅が出来、続

盟式では記念講演が出来た事と、

孫娘が大学に合格出来ましたので。

佐藤　忠君　　此度の訪台で楽しい旅が出来、又

ゴルフも優勝出来たので。

山口篤之助君　　続盟式を無事終えたことと、楽し

い旅が出来ましたので。

吉野　勲君　　此度の訪台で楽しい旅が出来て。

中江　亮君　　此度の訪台で楽しい旅が出来て。

鈴木弥一郎君　　此度の訪台で楽しい旅が出来て。

阿部与十郎君　　此度の訪台で10年振りに弟の友人

と逢え、楽しい旅が出来て。

松田士郎君　　全員無事帰国出来、又ttツバメの

巣”のスープを初めて食して。

庄司嘉男君　　此度の訪台で楽しい旅が出来て。

市川嘩雄君　　続盟式の時、当鶴岡R．Cの30周年

記念の事を宣伝して来ました。効

果が出るように。

藤川享胤君　　此度訪台する時、斎藤さんより素

晴しい名刺を作ってもらって。

富田孝一君　　此度の訪台で当社を御利用してい

ただいて。

ビ　ジ　タ　ー

鶴岡西R．C　　鈴木次良君．鈴木昭吾君

三浦正志君．菅原幸雄君

棚コロー一夕トトグラフ別J▲　r椚旧4　6　q　　承認　昭恥う4．†）27　25　地区
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（会長　報告）
山口篤之助看

1．本日の定例理事会での決議事項を申し上げます。

（1）鶴岡駅前広場シンボルモニメント建立事業募

金について20万円の寄附依頼がありましたが、

下記理由によりお断りすることと致しました。

く理由〉

本件は広い意味の社会奉仕ではあるが、過

去の例に照してもロータリークラブの社会奉

仕は社会的な弱者（身体障害者等）の救済に

結びつくとか、地域社会に密着した社会生活

の向上、美化とかのような直接的な社会奉仕

をすることに金・人を奉仕すべきものと考え

ます。

（2）地区クラブ拡大委員の設置について

山形県内クラブが福島県に比較すると52：34

で、極度に少ないため、山形、米沢、新庄、寒

河江、酒田、鶴岡の各地区に1クラブずつ拡大

する様要請あり、委員に次の方々をご指命致し

ましたので宣敷くお願い致します。

委員：小池繁治　さん

中江　　亮　さん

若生恒吉　さん

2．第4回クラブ協議会を去る2月24日行いました。

23名のご出席をいただき活発なご意見があり、今

後のご活躍をご期待申し上げます。

（幹事報告）
松田士郎署

1．広島R．C熊平肇さんより「抜革のつづり」46号

をご寄贈いただいております。

2．鶴岡西高インターアクトクラブ設立20周年記念

誌が到着、回覧中。

「台中港区扶輪社」訪問スライド鑑賞並に報告会

台中港区扶輪社との続盟式も無事終了し、訪台ご
一行全員が元気で帰国されましたが、今回の旅行の

様子を、名カメラマンの誉れも高い佐々木誼彦さん

蘭馨漆㊥電設

労作のスライドを同氏の解説を交え楽しく鑑賞。旅

の思い出を懐しむと同時に会員への報告会と致しま

した。



台　湾　管　見　その1

市川輝雄署

「白とりは　かなしからずや海の青

空の青にも染まずただよふ」

（若山牧水）

私の好きな歌である。当クラブの石黒慶之助

先生がガバナーエレクトとしてポカラトンに研

修に旅立つ時、壮行会の席上でこの歌を詠み、

現代の巨大な白鳥であるジェット機で天翔ける

さまを歌の意に託した積りだったが、はからず

もその心境を自ら味わう立場となった。

羽田を離陸した満席のB747は軽々と空中に

舞いあがり、日本列島沿いに台北目ざし南下す

る。幸いにも窓際の席だったのであれが箱根山

塊、これが伊豆半島、そして冠雪の見事な富士

と次々と展開する地勢の立体ミニチュアを楽し

む事が出来た。心の吸われゆくような澄明な空

の色、ヒスイ色の太平洋と春まだ浅い日本の山

河が美しく自ら白鳥となって天空を飛んでいる

気持ちであった。

そして、チャイナドレスを着たスチュワーデ

スのサービスがgoodであった。

（委員会報告）

〔亘席委員会）
佐藤　衛署

（1）年間皆出席

11年間皆出席　　迎田　　稔君

2年間皆出席　　飯野準治君

1年間皆出席　　平出統一君

1年間皆出席　　関原亨司君

（2）2月100％以上出席　　2名

張　　紹淵君　150％

山口篤之助君　125％

（3）2月100％出席　　　48名

秋野．阿蘇．藤川．布施．平出．飯白．石川．石

黒．市川．飯野．黒谷．小池．小松．風間．三井

（賢）．三井（陸）．嶺岸．迎田．松田．皆川．村中

中江．中沢．斎藤（隆）．佐藤（忠）．佐藤（噸）．佐

藤（衛）．佐藤（友）．新穂．菅原．鈴木（弥）．関原

庄司．佐々木．斎藤（昭）．高橋．丹下．津田．手

塚（拓）．塚原．忠鉢．田中．富田．碓氷．吉野．

笹原（信）．毛呂．加藤（貿）

（親睦活動委員会）
関原亨司署

（1）3月会員誕生

飯野準治君．小松廣穂君

加藤和一君．中野清吉君

佐藤　　昇君．佐藤　　忠君

佐古田義明君．鈴木茂男君

手塚林治君．若生恒吉君

（2）3月奥様誕生

早坂保江様．石川徳江様

板垣地永子様．嶺岸豊子様

皆川直子様．佐藤晴子様

高橋多恵子様．高田紀子様

（ス　マ　イ　ル）

佐々木克彦君　　此度の訪台で楽しい旅が出来たこ

と。

鈴木　善作君　　先日、張医院へ1週間入院、無事

退院出来たことに感謝して。

張　　紹淵君　　鈴木善作さんの退院をお祝いし。

（ビ　ジ　タ　ー〕

鶴岡西R．C　　斎藤正志君．鈴木昭吾君

石黒慶一君

机岡ロー一夕リークラフ別＿ご′二　町用」：う4．0（〕　ヰ　認　口杵帥封．h　27　253地区
・jl一路・局　．日刊轟1号場紺丁＋鶴岡商工会議所内　竃討手（）235し封ノ7711

†刈　会場　純師い与汗尉町物療結　う行け－1′　　例　会　日　旬週火　日　　午後1㌢サト13日



（会員スピーチ〕

あ　　　る

3～4年前の5月4日の

午後でした。突然、60才を

過ぎた1人の老婦人が「先

生、私を助けて下さい。」

と言って、私の事務所に訪

ねて釆ました。

訳を聴いてみますと、It3

～4日前に、警察官が来て

色々家庭の事を聴きはじめ

た。その日の私は、気分的にムシャクシャしており、

応符を悪くしてしまった。その警察官はムッとして

にらんで帰って行った。その事が心配で寝られなく

なった”と言う事でした。それで、tt警察官にとっ

た暴言、あの様な態度は、どの様な罪になるのか”
tt何とか寝られる方法はないのか”と言う依頼でし

た。

私は彼女に対し、警察官に対してとった態度は、

刑法にも軽犯罪法にもふれないので何も問題ない旨

説明した。寝られる様にするにはどうすれば良いか

をきいてみたら、自分は警察官に対し悪意は無い事

を彼に了承してもらえば良いという事だった。

私は彼女がこの様な事を依頼に来るのは、家庭的

にも精神的にも何か問題があるのではないかと心配

になり、良く聴いてみたが大丈夫であった。

事　　件

津　田　晋　介　君

それで私は、警察署の外勤課の課長さんの所で、

当日の警察官が誰かを確かめ、彼女の真意を伝えた

ら、当の警冥官は大変に恐縮していた。肇察富との

話しを彼女に伝えたら、安心して、今晩から良く寝

られると言って大変喜こんでくれた。

その後、私は何故にあの様に心配したのかを考え

てみた。あの年代層の人々は、ほとんどtt警察とは

恐しい所だ’というイメージを持っている。その為

にあの様に心配したのだと思えた。そして、警察が

恐しい存在にならないかどうか、あの老婦人が心配し

た様な事が一般化しないかどうかが気にかかってきた。

その様な時、昨年あたり「国家機密法」「スパイ

防止法」等の話しが出てきた。あの法律が成立する

と、やはりまた明治・大正・昭和一桁時代の恐しい

警察になる可能性が大いにあると感じた。

あの法律が成立すると必らずや、以前の「特高」

「憲兵」も出来てきます。恐しい事になります。現

に40年程前、色々悲惨な例が数多くあった事をご存

知だと思います。「国家機密法」「スパイ防止法」

等が成立すれば世の中に自由が無くなり、暗い世の

中になってしまう恐れがあります。それで、日本弁

護士連合会ではこの法律には断固反対しています。

そういう意味で、良識のある皆様方も、反対の意を

持って欲しいものです。

⊂転二吏壇j⊃
山口篤之助葛

1．台中港区R．Cへ訪台続盟式のお礼状を差上げま

したところ、ご返事と式典のビデオが送られて釆

ました。ビデオは2時間以上の長さですので、30

分位に短縮して、近い日に映写致したいと存じま

す。

2．先に申し上げました青少年海外短期交換学生の

鶴岡工業高等専門学校LA．C会長高橋和也君が、

台湾第347地区へ明後日の12日出発致します。3

月21日に帰省致す予定です。

3．宮原病院へ入院加療中の富樫良吉さんにお見舞



に行って参りました。思ったより元気なご様子で

した。又、賜暇願いが1月1日より当分の間とし

出てます。ご承認されました。

（幹事報告）　松田士郎署
○例会時間変更のお知らせ

①　遊佐R．C　3月17日の例会を裸心会の為

日　時　　3月17日（火）

午後6時30分点鐘

場　所　磯兵工

登録料　　4，000円

㊥　余目R．C　3月20日（金）の例会は一泊研修の

ため

日　時　　3月22日～23日

午後6時点鐘

場　所　湯の浜ビューホテル

登録料　12，000円

○会報到着のお知らせ

東京R．C、鶴岡西R．C、鹿児島西R．C
O記念大会のご案内

（⇒　仙台R．C　創立50周年記念大会

日　時　　5月9日（土）午後3時30分

記念講演　東京大学名誉教授　竹内均先生

場　所　仙台経理専門学校講堂

登録料　13，000円

〆　切　　3月31日

㊤　郡山西R．C　創立20周年記念式典

日　時　　4月22日（水）　午後5時点鐘

場　所　郡山市　郡山玉姫殿

登録料　10，000円

〆　切　　3月31日

記念ゴルフ大会（4月21日）も有ります。

○新しい手続要覧が来ております。

申込先　事務局　　　金額　1，500円

（委鼻会報告）

（青少年委員会〕　迎。稔署
第8回R．Y．L．A研修会（ロータリー青少年指導

者育成セミナー）開催されます。御希望の方、是非

申込みお願い致します。

1．日　　時　　昭和62年5月22日（金）～24日（日）

2泊3日

2．場　　所　　山形県西置賜郡飯豊町

山形県飯豊少年自然の家

3．申込〆切　　昭和62年3月31日

第8回R．Y．LA研修準備委員会事務局

∇992　米沢市中央4丁目1－30

米沢市商工会議所内
TEL O238（2リ5111

年‾一夕リー財団妄言可　手塚　拓署
来年度の財団奨学生募集しております。

申込先　手塚　拓

締切日　　昭和62年4月30日

1988～1989年度選考試験

期　日　　昭和62年7月11日（土）

内　容　筆記試験．面接試験．小論文

（親睦活動委員会）
R．C麻雀大会を開催いたします。

場　所　雀　哀

日　時　　3月28日（土）　午後1時より

登録料　　2，900円

台湾管見その2

石川輝．雄署
高雄での2日目、ゴルフ組と別れた観光組は、高

雄の南約130／爪のガランピ岬へ行った。台湾を縦貫

する中央山脈の最南端が現在保養地として脚光を浴
びているガランピである。南国ムードいっぱいの風

景を楽しみながら、竜舌蘭の群落が続く海沿いの道
を2時間余り、巨大な原子力発電所を過ぎてガラン
どの熱帯植物園「墾丁公園」に着いた。日本統治時

代、大学の実習林だったらしく、その規模の広大な
こと約800程の熱帯植物が密林のように生い茂り、

自然のままの生態が観察される。日本語の達者なガ
イドがユーモアを交えながら、制限された時間内に

要領よく説明してくれた。紫檀、黒檀の貴重な林の
間に真紅のポインセチアやブーゲンビリヤなどの花

が咲き、アゲハ蝶がたわむれる。ハエの音は一切聞

えず、ヤシやソテツの梢を渡る風のみが楓々とし過

ぎてゆく。署からず寒からず、世俗を離れて心の安

らぐ思いだった。

ガランどの灯台は車で更に10分位の所にあり、海

上往来の多いバレー海峡に望むこの灯台の役割は大

きい。見はるかす海の涯には政情不安のフイリッピ
ンである。白い灯台と潮風にはためく青天白日旗、

「偉大なる領袖」と刻まれた大理石の台に立つ、将
総統のブロンズ像が印象的であった。

やまなろ

大いなる山脈の果て　ガランどの

青わだつみを胸熱くみる

（ス　マ　イ　ル）
富樫良吉君　　子供の結婚式が出来て。

硯困ロー一夕リーーグラフ創立　昭和34．6，9　　承認　哨和34．6．27　25こう地区

一結　局　．現極目行　現場町　鶴岡商工会議所内　電　話　0235LM）7711

回　会場　純㈲市し．研糾」牒痛漕て　3階ホ一一′し　例会・R　毎週火曜ロ　ユ1二後123、Lうり



（頂盲スピーチ⊃

ポリオ・プラス月間にあたり

R．Ⅰ理事会とロータリー財団管理委員会は、ロー

タリアンが、ポリオ・プラスに関する活動を特に重

視するように、3月をポリオ・プラス月間に指定す

ることに同意しました。ミュンヘン国際大会で、一

般の人を対象とする1987～88年度募金強化キャン

ペーンが開幕し、6月6日にはテレビでポリオ・プ

ラスへの支援を訴えますが、3月の努力は、そのた

めの道を切り開く役に立つでありましょう。

「般向け募金が本格的に始まる前に、ロータリア

ンに対しポリオ・プラス・プログラムの目標につい

て知らせ、鼓舞することが大切です。

目標：世界の児童にポリオの免疫を受けさせるた

めに米貨1億2千万ドル集めること。1987年3月を

ポリオ・プラスへの認識を新たにするときにしまし

（‾‾‾タストスピーチ〕

イ　ン　タ　ー

皆さん今日は本当に久振

りです。鶴岡クラブには1

年間位メークしていない様

です。

何かお語をと云われまし

たのでお話ししたいと思い

ます。私は今年度253地区

世界社会奉仕委員長　佐　藤　　　　忠　君

よう。

当委員会の本年の活動は、ポリオ・プラスに全て

を傾注して募金に当っておりますので、よろしくお

願い申し上げます。

（スライドの上映）

アクト雑感

温海R．C　本　間　儀左衛門　君

のインターアクトの小委員長をしております。その

辺の雑感を話したいと思います。

私もロータリーに入って16・7年位になりました

が、知らぬことばかりで、インターアクトの委員長

をやれと云われた時、インターアクトの年次大会は

温海高でやるとは知っておりましたので、その時は

観光協会の会長挨拶でもやれば良いのかと思ってお



おりましたので「ハイハイ」と引受けたのですが、

その後地区の役員会があるので出席すれとの事で出

席したところ、前任者から大変御苦労ですなあと言

われ、そのうちお気の毒ですなあと言われ、何の意

味かわからないままに、あとで聞いたら1年間活動

しなければならないと言われました。

年次大会を温海高校で開催されるに対して色々と

助言や指導してくれるのが当然であるが、その後モ

ロモロのことがあるのですが、前任者が真面目な方

で色々と手をとり足をとって教えていただき、ロー

タリアンはありがたいものだとつくづく思いました。

253地区内のインターアクト16校から約200人位が

参加して、8月に無事年次大会が終了しましたので

あります。

ガバナーより毎年同じ事をやっては進歩がないの

で、何か変ったことをやったらと言われました。今

年のガバナーは高校の校長なので、ガバナーとイン

ターアクトの委員長も兼任した方が良いほど、大適

任な方なので、インターアクトに対しては微細な御

指示をいただき、それに答える為に小委員会のメン

バー、いわき・酒田と私の3人で地区内16校を手わ

けして訪問することにしました。私が委員長という

訳で7校、いわきの方が6校、酒田の方が庄内の3

校を2ケ月の間に全部訪問しました。その際、スポ

ンサークラブの会長、青少年委員長、又、学校長、

顧問教師、そして生徒さん全員が集って楽しい例会

を開き、その時アンケート調査を行い、その結果を

ガバナーへ提出して、これが今まで誰もやらなかっ

たことですと言ってその論文をガバナーへ提出した

ところ、ガバナーはこれは大変良いものをいただき

ました、良く拝見しますと、大変喜んでくれました。

あと数ヶ月で小委員長も終ります。しかし、振り

返ってみますと、最初は大変忙しい中で1年間イン

ターアクトにふりまわされると思っておりましたが、

幸い事務局が温海R．Cにお願いし、すべてをやって

くれましたので助かりました。

それから、毎年県外研修に愛知県や三重県あたり

を見学し、他地区のインターアクトとの交流をして

おります。ガバナーはそれに信任をかけて、今度は

台湾の姉妹地区へ16校中8校の生徒と、16顧問教師

のうち2名を台湾へ派遣し、来年も交流することを

次期ガバナーへ引継ぎをしております。今年の青少

年委員会は充分その活動を活発にやったつもりです。

私は一回の祝辞をやれば良いと思っていたものが

1年間活動したが、考えてみますと、最近の若者か

ら学ぶことが多く、インターアクトの例会に出て、

委員長が来たから雑談でもやろうと言われ、生徒か

ら活発な意見が出て、それに私が答を出すことの楽

しい例会を7校でやってきました。現代に生きる若

者の色々なことを知ることができ、平和に対するも

のの考え方等々…色々なことを聞きました。年をと

ればとるほど若い人とつきあい、若者は年寄りとつ

きあえと西洋では云っています。皆さん、是非年を

とればとるほど若い人とつきあって、気持ちをリフ

レッシュしていくには、インターアクトの委員長に

勝るものはありませんので、若返りたい方は是非次

の委員長に立候補して下さい、私が推薦しますから。

今後共インターアクトの活動に御支援をお願い致

します。

（会長報告〕
山口篤之助君

1．新聞紙上や個人的にお会いして既にご承知の方

がおられる事と存じますが、山形銀行鶴岡支店長

の加藤和一さんが4月1日付で郷里の長井支店に

支店長として転勤される事になりました。加藤さ

んは1985年4月16日入会され、渡部前店長の後

を受け会計担当理事になられ、前年度は会員増強

委員会、今年度は雑誌委員長として丁度2年間、

クラブ発展の為にご活躍いただきました。

どうか長井へ行かれましても陛康に充分留意な

されまして、御奮斗をお願い致します。

（幹事報告）
松田士郎署

○加藤さんの送別会は本人の日程の都合で開催され



ませんので、4月2日の山形銀行みやま会の送別

会へ多数御出席して下さい。

○例会時間・場所変更のお知らせ

酒田R．C

3月18日の例会を3月18日（水）午後6時点鐘

場　所　ホテルリッチ酒田

登録料　　3，000円

○会報到着のお知らせ

八幡R．C　　回覧中

○認証状伝達式のご案内

第253地区須賀川南ロータリークラブ

と　き　　5月9日（土）　午後2時点鐘

ところ　　須賀川市文化センター

講　演　「私の生き方」

女優　中村メイコ氏

登録料　10，000円

記念ゴルフ　　5月10日

申込〆切　　4月10日

○東北電力情報恥33到着のお知らせ　　回覧中

○いなは作業所だより到着のお知らせ　回覧中

0新会員の推薦に関する氏名発表をしておりますの

で、反対される方は書面で理事会まで送付して下

さい。

（退　会　挨　拶）
加藤和一署

一言御礼を申し上げます。

先程会長より御紹介にあっ

たように、今度4月1日付

の移動内示により長井支店

へ行くことになりましたの

で、本クラブを3月31日に

て退会させていただきます。

60年の4月に皆様の仲間

に入り2年という短期間ではありましたが、仕事を

離れての御指導・おつき合いを頂き、私にとりまし

ては忘れがたい2年間であり、思い出に残る2年間

でありました。大変ありがとうございました。

後任には本荘支店長の山本噸一が私のあとに来ま

すので、よろしく私からもお願い致します。私も長

井クラブに入会して、地区大会等の会合で皆さんと

お会い出来ると思っておりますので楽しみにしてお

ります。どうもありがとうございました。

（＿＿委員会報告）

⊂親睦活動委員会〕　藤川享胤署

例年よりちょっぴり遅くなりましたが、恒例のマ

ージャン大会を下記のように行いますので、奮って

ご参加下さいますようご案内申し上げます。

日　時　　3月28日（土）P．M12：45集合

場　所　雀　京（昭和通り　京鮨2階）

登録料　　3，000円（懇親会費含む）

尚、ゲーム終了後午後6時より、表彰式をかねま

して湯殿山食堂にて懇親会を行いますので、引き続

きご参加下さい。

（ス　マ　イ　ル）

小松広穂君　　2番目の孫娘が第1志望を通りま

したので。

佐々木霊彦君　　末娘が無事高校へ入学できたので。

本間儀左衛門君　インターアクトの発展を祈念して。

（ビ　ジ　タ　ー）

温海R．C　　　本間儀左衛門君

鶴岡西R．C　　野口　　弥君

ロータリー財団募金収入

8．719円

（ぉ詫びと訂正）

前回の会報（第1399回例会会報）2頁の「台湾管

見その2」内の市川嘩雄君の名前を石川嘩雄君と間

違え深くお詫び申し上げ訂正させていただきます。



（第1385回例会会報より続く）

ロータリー小史10

ロータリーの活動計画

人間もおなじですが、団体もまた、なにを目的と

しているか－そして、どんな実績をあげているか

で評価されます。ロータリークラブあるいはロータ

リアンがおこなう事業や活動は、ロータリーの活動

計画（プログラム）とよばれます。クラブと会員が

その計画を立派に実行すれば、奉仕活動としてのロ
ータリーは発展をつづけ、全世界の尊敬を集めるこ

とになりましょう。ですから現代世界におけるロー

タリーの意義と性格、あらゆる奉仕の計画とを、完

全に理解しようと努力することが、すべてのロータ

リアンにとって不可欠となります。

ロータリーの殿堂がよってたつ礎石は、ロータリ

ーの綱領です。1935年のメキシコ・シティ国際大会

で四つの綱領が採用されるまで、ロータリーには六

つの綱領あるいは目的とよばれるものがありました。

そして、1951年米国ニュージャージー州アトランチ

ック・シティでひらかれた国際大会では、これがさ

らにととのえられて、四項目からなるひとつの綱領

が採用されました。その後、表現を簡潔にし洗練さ

れたものとするために、多少の修正がくわえられま

したが、そのとき採用された綱領の精神はかわって

いません。ロータリーの計画は、RI定款および標

準クラブ定款の綱領にあきらかにされているとおり

です。

その綱領は、企業がなりたつ基盤として、奉仕の

理想の奨励をめざす、ロータリーの黄金律です。と

くにロータリアンは、下記の4項目を実践するよう

もとめられます。

・奉仕の機会として知・りあいを広めること。

・実業および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。そして、ロータリアン

各自が、職業を通じて社会に奉仕するために、

そ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

活および社会生活につねに奉仕の理想を適用す

ること。

・奉仕の理想にむすばれた、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

平和を推進すること。

このように、ロータリー運動には、ひとつの総合

的目標－ひとつの綱領しかありません。すなわち

それは奉仕の理想をすべての会員にうけ入れてもら

うということです。そして、その奉仕の理想とは、

他人のことを思いやり、他人のために役立とうとす

ることであると定義されています。

ロータリーの綱領の具体的発現の手段として、四

つの基本的方法があみだされました。これは奉仕の

四大部門として知られており、その1はクラブ奉仕

です。クラブ奉仕とは、各会員自身が属するクラブ

内での奉仕活動、たとえば、会員同士の親睦を深め

る、例会への出席をすすめる、会報を発行するなど、

クラブの運営を円滑にするための活動のことです。

その2は職業奉仕であり、会員各自の事業、職業の

場でその事業や職業を通じて社会のため、あるいは

人々のためにつくす活動のことです。その3は社会

奉仕であり、地域社会のためにつくす活動のことで

あり、その4が国際奉仕で、諸外国との友好関係を

発展させていく活動のことです。

クラブ奉仕はロータリー奉仕の土台です。クラブ

の運営が円滑におこなわれてこそ、他の三つの奉仕

部門も効果的にはたらくからです。ロータリーの歯

車を回転させ、全会員の一致した協力態勢をもつの

が、このクラブ奉仕部門であるといえます。クラブ

の内外で和気あいあいと奉仕活動をおこなえる親睦

の精神を深めることが、クラブ奉仕の目的です。新

会員に対して、ロータリーの目的、規模、運営、業

績などロータリーのすべてを教えることもクラブ奉

仕です。クラブが適正に運営されていれば、新会員

も会員であることの利点や特典を、いちはやく理解

できるはずです。

（次回に続く）

組岡ロー「夕り一一クラブ別立　細134．6．）　承認【Ⅵ恥う4．6・27　253地区
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捌く＿ご場　矧品川一片場町物産緒　二川㌢ホ一一JL　例会　日　毎過火曜L】　′ト後12∴しト130
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教　育　と　　自　立

本日はこの様な機会を与
えていただきましてありが

とうございます。この会場

に入ってきましたら、ttロ

ータリーは希望をもたらす”

という文字が目に入り、不

安な心が救われた様に思え
ました。と同時に、我が校
の生徒にとってもこの言葉

がとても救いになるような

気が致しました。本校は、昨年4月、鶴岡盲学校の
山形盲学校統合による閉校の後をうけ、その同じ校
舎に発足開校しました。現在19名が在籍しておりま

す。精神薄弱者の後期中等教育（年令15才以上、3
ヶ年修業年限）の場として、庄内における特殊教育

の充実発展をめざし、その責任は重いものと我々覚

悟しているところであります。従いまして、本日、

皆様の前でお話することによって、本校を理解して
いただくと同時に、今後彼らの社会的自立のために

御協力をいただきたいと心から願うものです。

さて、私は今年で教員生活18年になります。この

間をふり返って思うことからお話ししたいと思いま

す。
アリストテレスはtt人間の幸福”を追求した人で

すが、その倫理哲学における政治学の中で「政治学
の目的は知識ではなく行為である」と言っています。

いかに行為するか、いかに魂の徳に即しての現実活

動が大切であるかを説いています。私はこの言葉が

そっくり教育の理念として通じるものと思っていま

す。なぜならば、教育も、現実活動の積み重ねによ
る新の、教師の人間性－どう生徒に行為するか一
一に深くかかわる仕事だからです。

教育はその文字通り、教え、育てるものです。し
かし、その意味するものは非常に幅のあるものです。

「教える」というのは、知識を授けることから、そ

の教師が相手にtt生き方を示すこと”までを含みま

鶴岡高等養護学校教諭　本　間　俊　美先生

す。また「育てる」ということは、手をかけ養うこ
とからtt相手の生きる力を生み出してやること”ま

でを含みます。従って、その間には数多くの段階が

あり、それぞれに大切なステップではあります。し

かし、私は最も大切な教師としての基本的姿勢は、

「生き方を示す」「生きる力を生み出してやる」と
いうことだと思っています。つまりこのことが基本

にあって相手に知識を与え、手をかけていく行為な

のだと思うのです。しかし、相手の生き方に深くか

かわる行為というのは、大変勇気のいることです。

すなわち、お互い、教える方も教えられる側も本音
でぶつかり合わないと、又、本音の姿を見せられな
いと魂をゆきぶることができないからです。教育に

はIt目的”があります。しかし目的のみで、相手と

技術を通して対した時は、もはや魂にふれる手前で
お互いの関係は終わってしまいます。無目的の目的
こそ教師の人間性にかかわるテーマであると思われ

ます。私も今年は年令的にひとつの節目を迎え、い

かに自然体で行為するかを肝に命じ自分自身の人間

性を高めたいと思います。

次に本校のことを皆様方に知っていただこうと思
います。本校の教育理念は究極のところ「人間とし

て価値ある生活の実現と社会自立をめざす」ことに

あります。人間というのは人の間（アイダ）と書きま

すが、人と人との間にいてこそ人間らしくなります。
つまり、人との関係の中で自分らしく燃焼できる場

を求めているのです。本校の生徒達も、入学頭初に

比べずいぶん明かるくなりました。彼らの明かるさ

は、自分が自分らしくその力にめざめ、自分らしく

力を発揮できる場をひとつずつ確めながら自覚でき
たからだと思います。そして彼らは今、2年後社会
に出てtt働く場”について関心を持ち初めています。

我々も、社会自立できる生徒に育てようとさまざま

な取り組みを行っています。

本校の教育内容のメインは、職業教育で週10時間
とっています。農芸は全員が、草花、野菜、きのこ



の3グループいずれかに所属し、土に親しみ、生産

活動を通しながら労働に必要な心身を鍛えます。こ
れが6時間、半日の曜日と2時間の曜日で行われま

す。また4時間は、被服、木工、工芸の3つのコー
スに分かれ、それぞれ作業能力を高めるために作品

づくりが行われています。ひとりひとりが、自分の

めあてを持ち、自己評価をくり返しながら、徐々に

教師の手を離れ、自分の頭で考え、自分で工夫し、

自分なりの努力でやれる範囲を広げつつあります。

彼らにとって、自分でやれることを広げていくこと

が自信につながり、自分らしさに目ざめ、生き生き

として生きていくェネルギ一になっていきます。自

立というのは、このエネルギーの蓄矧乙よって可能

であると言えます。

もうひとつの大きい柱は実習です。昨年は校内実

習で10日間働きました。校内に4つの工場（コアの

組み立て、造花の組み立て、わり箸の袋詰め、ベビ
ー服の糸切り）を作り、全く会社と同じスケジュー

ルで仕事をします。生徒は教科学習では見せないす

ぼらしい集中力、根気力、忍耐力で作業しました。
その姿に、彼らの自立に向かうたくましさを感じま

した。彼らは自分が力を出せる場面を望んでいます。

自分らしく、他の人とかかわり合いながら精一杯働

く場を求めています。今年はいよいよ、本物の会社
という場で職場実習を行う予定でおります。今後、

皆様方の御理解を得て、障害に甘えぬ、たくましい
社会人育成のために精進を重ねて行きたいと考えて
おります。

最後に、彼らの明るく純真なひたむきさに暖かい

御支援をお願い申し上げますと共に、皆様方との遼
遠に感謝致しまして話を終わらせていただきます。

（会長報官〕山。篤Z助看
1．地区クラブ拡大について鶴岡西R．C会長・幹事

と当クラブ会長・幹事と会合を持ちました。西R
Cでは委員には大川俊一さん、桜井清さん、中沢

潔さんが決定されたそうです。来る3月29日に両

クラブの各委員の方が第1回会合を開催致します
ので、委員の万は必ずご出席お願い致します。

2．R．Ⅰ第347地区の青少年海外短期交換学生の鶴

岡工業高等専門学校Ⅰ・A・C会長高橋和也君が、
国際親睦と研修の初期の目的を果して昨日帰国し
ました。後日帰国報告をお願いする予定です。

〔＿幹事報盲つ
松田士郎署

〇台中港区R．Cの会員洪柄燥（Ko Hei Ko）（ラ

ッキー）さんの企業紹介到着　回覧中
○例会場変更のお知らせ

郡山安倍ロータリークラブ

4月より新例会場　アニーローリー

住　所　郡山市安積3－1
TEL O249－45－8000

0第253地区ガバナーノミニーより、国際協議会が

無事終了した旨のあいさつがまいっております。

尚、新年度の国際ロータリーのテーマは
ttROTARIANS・‥UNITED IN

SERVI CE－DEDICATED TO

PEACE”

（ス　マ　イ　ル〕

加藤和一君　　3月31日をもって退会する事にな

りました。いろいろお世話になり

ました。

津田晋介君　　北海道にスキーに行って無事帰っ
てきました。又、キタキツネを初

めて見ておどろきました。

石黒慶之助君　　高齢となり視力も弱まり、数年前
よりすべての嘱託医・校医を辞め
たいと考えておりましたが、今月

を以ってようやく山大農学部阿部

学部長さん、鶴岡幼椎因風間理事
長さんのお許しを得て、やっと無

事に生きている間に辞任すること

ができました。職業奉仕への感謝

の意味で。

斎藤　昭君　17日より出張で九州での地震にあ
って驚きました。無事帰れて。

風間真一君　鶴岡幼稚園の嘱託医として石黒先
生御苦労様でした。理事長として

御礼申し上げます。
藤川事胤君　　麻雀大会の御案内のミスプリント

をお詫びします。本間俊美先生の
スピーチに期待して。

（ゲ　ス　ト）

鶴岡高等養護学校
教諭　本間俊美先生

（ビジタ　ー）

鶴岡西R．C　　鈴木次良君
桜井　　清君
長野正彦君
古川暢一君

村山　　貢君

鵜叫いトークリークラブ郁二；′二　日冊朋．fう　り　　′ド　認　昭粧うー1モ）27　25二日心火▲
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酵素をまねる

本日はロータリークラブ

の例会に招いていただきあ

殴りがとうございます。ロー

タリークラブについては留

学生の交歓ぐらいの知識し

かないのですが、これを機

会にクラブについての知識

と理解を深めていきたいと

思います。

さて、ここ数年来マスコミ等でバイオ、バイオと

騒がれていますが、バイオテクノロジー（生命工学）

と言ってもその領域は広く、バイオ（生物）が関係

していれば全てバイオテクノロジーであると言って

も良いでしょう。しかし、その基本になっているの

はライフサイエンス（生命科学）です。ライフサイ

エンスの目的は生命現象を化学的に解明することに

あります。その生命現象には、大きく分けて次の5

つが挙げられます。つまり、①食物がどのように栄

養となるのか、呼吸はどのような過程でおこるのか、

などの生物における物質の変化、㊥生体内の組織の

構造とその機能、④体内の温度やイオンなどの量を

一定に保とうとする生物のホメオスタシス（恒常性）

④ウイルスや細菌などから身を守る防御などの機構、

¢）遺伝情報の発現と制御、ということです。ここで

特に㊥の遺伝情報に関しては、1953年のワトソンと

クリック（ノーベル賞受賞）によるDNA（遺伝を

人工酵素の開発
鶴岡工業高等専門学校

工業化学科　飯　島　政　雄　氏

司どる物質）の構造解析という大発見がありました。

この発見によって、遺伝の発現機構が化学的に解釈

されるようになったわけです。そして、1970年頃ま

でのバイオテクノロジーとは、こうしたDNAの構

造解析に基づく遺伝子の組換えや、2つの異なる細

胞を1つにして、両者の性質を合わせ持った細胞に

する細胞融合を指すものでした。しかしながらこの

時点でも、みそ、しょう油、酒類などの製造には菌

類や微生物が用いられており、すでに今で言うバイ

オテクノロジーも行なわれていたことになります。

1970年代以降のバイオテクノロジーは、これら遺伝

子組換えや細胞融合の技術を旧来からの発酵工業や

食品工業、農業、化学プロセスなど既存の産業に取

り入れたものと言えます。そして現在のバイオテク

ノロジーはと言えば、さらにその領域は広がり、生

物そのものを利用したものから、生物の機能を模倣

した非生物を取り扱う技術をも含めるようになりま

した。その例としては、細胞膜などの性質をまねた

膜を用いる分離、精製法や、分子の集合による機能

を利用した機能性高分子、酵素の働きを持つ人工酵

素、そして、脳神経細胞における情報伝達機能を基

にした人工知能の開発などがあります。今やこれら

の技術は、医薬品や発酵、食品、化学などの工業、

及び農業、鉱業などいろいろの産業に応用されつつ

あります。我が国の企業においても、たくさんの技

術分野でバイオテクノロジー関連の研究が進められ



ています。ところが、日本ではこうしたバイオテク

ノロジーに関する教育が、アメリカから約20年遅れ

ていると言われております。最先端の技術はアメリ

カからの技術導入によって容易に達せられますが、

日本独自の技術を開発するためにはその基礎研究が

重要であり、そのための人材の育成が強く叫ばれて

います。

さて、生物の機能を模倣した技術の中に人工酵素

に関するものがありましたが、これは酵素そのもの

をつくるのではなく、酵素と同じ機能をもつものを

人工的につくろうとするものです。ここで、私の行

なっている研究からこの酵素をまねた人工酵素につ

いて、簡単に御紹介しましょう。

まず、人工酵素をつくるためには、酵素そのものの

の機能と特徴を知る必要があります。それは酵素の

反応が非常に速いことと、決められた特定の物質と

だけ反応すること、そしてエネルギーをそれほど必

要としない温和な条件で反応するということです。

人工酵素はこれらの酵素の機能と特徴をもち、簡単

な構造で、しかも安定なものでなければなりません。

このような人工酵素をつくることによって、酵素そ

のものの働きを原子、電子のレベルでさらに理解す

ることができるようになりました。そしてその設計

に当たっては、人工酵素として特定物質を取り込む

場所と、反応できる触媒宮基があれば良いというこ

とが言えます。これまで、いろいろな酵素をモデル

とした人工酵素がつくられていますが、その一つと

してシクロデキストリンを用いたものがあります。

シクロデキストリンは、デンプンからある種の微生

物によってつくられる糖の一種で、円筒状のバケツ

型をしています。したがってその内の大きさに合う

ものだけをその中に取り込むことができ、これに反

応活性な触謀官能基を付ければシクロデキストリン

が人工酵素になるというわけです。すでにこれまで

タンパク質加水分解酵素や核酸分解酵素、アミノ酸

合成酵素などの機能をもつ人工酵素がこれによって

つくられています。ところでこのシクロデキストリ

ンは、現在工業的にも量産されており、ものを取り

込むという性質から身の回りにあるあらゆる物に使

われています。例えば、インスタントのお茶やねり

わさび、ねりがらしなどにはその風味や臭いが抜け

るのを防止するために、そしてインスタントラーメ

ンには強化を防ぐためにと、多くの食品に加えられ

ています。また、医薬品には薬の成分が徐々に効く

ようにするために用いられているものもあります。

以上、バイオテクノロジーの基本的概念と、その

中の人工酵素についてお話ししたわけですが、専門

のことでわかりにくいところがあったかも知れませ

ん。しかしながら、これらのことが少しでも皆様の

お役に立てれば幸いです。

どうもありがとうございました。

東京山の手R．Cとバナー交換

東京山の手R．C　石井　隆署

皆様こんにちは、東京山の手R．Cの石井でござい

ます。私共昨年創立させていただきました。毎週木

曜日国会議事堂の隣にありますキャピトルホテル

（旧ヒルトン）で例会を開いております。東京にお

いでの際にはぜひお寄り下さい。おいしい食事で歓

待致します。

私の妻が鶴岡生まれの為に年に何度かは鶴岡にま

いります。ひとつよろしくお願い致します。

（会長報草）
山口篤之助署

1．クラブ拡大について去る29日、鶴岡西R．Cの会

長と拡大委員の万々、当クラブの拡大委員と会長

幹事と会合を持ち、拡大委員長に大川俊一さんと

副委員長に中江亮さんを選出致しましたので、地

区ガバナー事務所と分区代理に報告致しました。

出来るだけ早い時期にP．Gと分区代理のご出席を



願い、第1回拡大委員会を持つ予定です。拡大は

飽くまで両クラブがスポンサーとなりますので、

会員皆様の一層のご協力をお願い致します。

2．松山宝蔵寺前ご住職の詰山大和尚の葬儀が29日

午前10時より行われました。クラブを代表してお

悔みを申し上げ、ご焼香して参りました。大へん

ご立派な葬儀で2時間程行われ、同派の和尚さん

が70名も参加されたそうです。クラブからは三井

徹先生、中江亮さん、石川寿男さん、鈴木茂男さ

んもご参列されました。

3．次週4月7日は第10回定例理事会です。11時30

分より行います。理事、役員の方々はご出席をお

願いします。

4．本日31日は行政関係では大晦日で、何となくザ

ワザワしい感じでございます。115年の歴史を持

つ日本国有鉄道が明日からはJRグループで民間

経営となる事は皆様ご承知の通りであります。又

昨日のテレビのニュースでは円が高騰して144円

台と史上最高を記録した様です。又、明日4月1

日より道路交通法が改正され、スピード、駐車違

反の反則金がグンと高くなります。免許証をお持

ちの方は充分ご注意下さる様お願いします。

〔幹事報阜＿〕　松田士郎署

1．会報到着のお知らせ

酒田R．C、酒田東R．C

l．P・H・D LETTER鋤到着のお知らせ

回覧中

1．ローターアクト委員会会議開催のお知らせ

日　時　62年5月9日（土）～10日（日）

午後2時

会　場　　えびすグランドホテル

TEL　0245－33－4166

登録料　14，000円

1．Ⅰ・G・F・R1987年ゴルフ大会のご案内

日　時　　5月24日へ′29日

場　所　川奈ホテルゴルフコース

日本人参加者の枠に余裕がありますので、希

望者は申し込み下さい。

1．1987～1988地区協議会のご案内

日　時　　5月16日～17日

場　所　丸峰観光ホテル

1．創立20周年記念式典のお知らせ

高畠ロータリークラブ

日　時　　4月26日（日）　午前11時

場　所　高島町農業協同組合

登録料　10，000円

〔報　　　告）

会長エレクト　吉野　勲看

次年度も押しせまり、気の重い毎日ですが、次年

度の役員並びに委員会の名簿をお配りしております

ので、ひとつ協力をお願い致します。

地区協議会が5月16～17日に会津若松市で開催さ

れます。多くの方の出席をお願い致します。

⊂垂鱒活動委員会〕

3月28日開催の麻雀大会の成績は次の通りです。

優　勝　新　穂　光一郎　君

準優勝　佐　藤　　　忠　君

⊂を‾二マイ＿＿亘〕

佐々木詰彦君・父の葬式に沢山参列いただいて。

・3月22日に藤川君より当寺の檀家

の人々にお説教をいただきました。

大変好評でした。

・3月24日和光幼稚園の卒園式を無

事終了しました。

・ガバナー月信の中に石黒慶之助君

の講演の写真が採用されて。

・私の娘のデザインが駅前開発のカ

ラータイルの舗装に採用されました。

新穂光一郎君・麻雀大会で優勝して。

加藤和一君　・本日をもって退会させていただき

ます。

・今日は私の誕生日です。

田中錦造君・全国的キャプテンシステムが明日

より利用できます。



佐藤元伸君・3月24日にR．Cの若い人達に、会

員の小松広穂さんより当有名スナ

ックで偶然出会った時にボトル1

本いただいてありがとうございま

した。なお、すぼらしい唄3曲も

聞かせていただきました。

三井　徹君・孫が独協大学の医学部に合格して。

・ユネスコ協会の理事長が来週来鶴

されます。ユネスコを多数の方に

理解していただきたい。

石黒慶一君（鶴岡西R．C）

・親父の写真がガバナー月信に載っ

て、親父になりかわり。

碓氷節雄君・4月1日人材派遣法が施行され、

庄内地方で当社が第一号でその許

可を得る事が出来ました。

松田士郎君　　商工会議所主催のマラソン大会を

4月26日に開催致します。多数の

参加をお願い致します。

佐藤　忠君　　麻雀大会で準優勝させていただき。

（ゲ　ス　ト⊃

鶴岡工業高等専門学校

工業化学科　飯島政雄先生

（ビジ　タ　二」

東京山の手R．C　　石井隆康君

立川R．C　　　　滝　　禅源君

鶴岡西R．C　　　　三浦正志君

〝　　　　　　加藤有倫君

〝　　　　　　石黒慶一君

（第1400回例会会報より続く）

ロータリー小史11

職業奉仕とは、ロータリー・クラブで職業分類を

たもっていることからうまれる、一種の義務といえ

ましょう。職業奉仕は、すべてのロータリアンが、

その職場で奉仕の理想の模範をしめし、奉仕の理想

をわからあうようにすすめることを目的とします。

いいかえれば、ロータリアンは、各自の職業の場で

ロータリーの高い理想を実践するようにすすめられ

るわけです。これには、適正な労使関係をきずきあ

げること、若い人々のために就職補導活動をおこな

うことなどがふくまれており、また、同業組合など

を通じ、営業活動において公正な取引を促進するよ

う努力することもふくまれています。

日常の事業活動のなかで、これを達成する方法の

ひとつとして、多くのロータリアンは四つのテスト

を実践しています。四つのテストとは、1954～55年

度R．Ⅰ会長ハーバード・J．テーラーが提唱したも

ので、下記の四つの質問からなっています。

1）真実かどうか？

2）みんなに公平か？

3）好意と友情を深めるか？

4）みんなのためになるかどうか？

この簡単なテストは、奉仕の四部門のすべてに適

用することができ、事実上、人生のあらゆる分野で

適用しうるものですが、とりわけ職業奉仕の分野で

適用するのにふさわしいものです。

■L小トーク・′　－ツーう‾7押　　日潮目1t）し）　′j＼し，ご　昭和31〔）27　251う地Lズ

j　竹　‖」11l】．・．j．U HJ場叫　侶l山J商「奈か州　疋川†（1235：2i・7711

日／＼」㍍　†㍑榊直情場朝里両雄て　3附亮一′　　例　会　日　毎撞け川＝1　午後12‘うしトl・う（〉
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⊂室員スピニラ⊃

バストガバナー国際ロータリー253地区の現状報告

去る4月2日より5日まで、会津若松での地区諮

門委員会と、土浦において開催された255地区の年

次大会に出席して参りました。

地区諮門委員会では、志藤ガバナー．ノミニーの

来年度における奉仕活動計画の検討ということと、

九里ガバナーより山形県内の外部拡大方針について

今年度残された3ケ月間にどうしても協調して実現

したいというご意向を伺ってきた次第です。

只今ご依嘱申し上げた3名（小池・中江・若生）

の方々には大変ご苦労をおかけするところではあり

ますが、鶴岡と鶴岡西の両クラブで、もう一つ作れ

という固い命令でもありますので、よろしくお願い

致します。

土浦の大会は大変立派なのに驚きました。253地

区は4，000人の会員ですが、鶴岡で大会となります

と1，300人位しか集まりませんが、土浦では4，000

人も集まり、夫人が殆んど同伴で、夫人の出る場所

も多く、エキスカーションにおいても、筑波学園都

市見学や霞ケ浦湖上遊覧などがあり、奥様孝行の大

会でもありました。更に他の地区からの参加者も非

常に多く、梁川からも3名の出席者がありました。

会津は雪でしたが、土浦は桜花爛漫でした。ガバナ

ーの大竹さんは土浦南R．C出身ですが、親クラブの

土浦R．Cでは全員が挙げての支援で、非常に美しい

光景でありました。たとえば鶴岡西が色々な会合を

主催するというような場合、我々は共に協力しなけ

石　黒　慶之助　看

ればならないという感じがしました。大会で特に奇

異に感じたのは千種会の小堀さんがtt奉仕の実践’’

という中で言われたものに、現在のロータリーのや

り方は間違っているということがあります。この千

種会は、ロータリーの姿はこうあるべきということ

を理論的に研究している団体であります。この地区

にも何人かの会員がいますが、この千種会の深川純

一さん（伊丹R．C）の新人教育は非常に参考になり

ました。

その他、他の地区から松平一郎さん、佐藤干寿さ

ん、蔵並定男さん…‥等々、有名な万が沢山出席し

ておられました。私も松平さんにtt鶴岡へも一度お

いで下さい’’と言ったら、ltチャンスがあったら行

きます……。”と言われましたので、例えば30周年

などにお呼びすることも可能のようです。

記念講演にNHKの木村太市さんによる「匡Ⅰ際化

の次に来るもの」があり、アトラクションに朝丘雪

路オンステージがありました。

次に外部拡大について情報の提供をしたいと思い

ます。

土浦にて、R．Ⅰ支局の伊藤善久さんより世界の状

況について聞いて来ましたのでお話いたします。

全世界的に見て日本のロータリーは10万人で、全

世界100万人の10％に達しているが、地区としては

28しかありません。インドは5万人で90の地区があ

るため、インドの発言が非常に強く、まことにおか



しな詰であるということです。

山形と福島を早く分割するように、と指示されて

いますが、84クラブある253地区で山形はまだ34し

かなく、40以上でないと地区としての構成は難しい

ということです。九里ガバナーは今すぐに分割はな

いということで、40クラブ達成迄は呼びかけをやめ

て欲しいとの答弁であります。考えてみますと、11

万の人口の会津若松に4R．C、5万の人口の須賀川

に2R．C、6万の人口の相馬に2R．Cということか

らすれば、10万都市の中に3R．Cは当然で、4つあ

っても不思議ではない……と九里ガバナーは頑張っ

ておられます。今後、山形、米沢、寒河江、新庄、

鶴岡、酒田に各1クラブの新R．Cが出来れば6つの

拡大となり、丁度40R．Cになります。難しいでしょ

うが拡大委員会の中で討議をお願い致します。新し

いクラブを作ると自分の会員を分けるとか、募集に

大変だという悩みが考えられますが、逆に新しいR

Cが出来れば活気も出て来るものと思われ、また1

～2名の古い会員が新しい方に入ることも可能であ

り。チャーターメンバーにもなれます。新しいR．C

が出来、新たに若い方が沢山集まれば私共も負けて

られないという気持ちで頑張るだろうと思います。

いづれにしても拡大委員会の方々で十分討議をお願

いしたいと思います。

（会長報畠〕
山口篤之助看

1．新聞紙上等で既にご承知の事と存じますが、会

員の鶴岡建設株式会社社長の富樫良吉さんが、昨

年9月より賜暇願いが出され入院療養中でありま

したが、去る4月4日午前9時15分逝去されまし

た。67才のまだまだの若さで悼ましい事で、心か

らご冥福をお祈り致します。クラブよりご香典と

生花をお供えし、昨日お悔みに行って参りました。

尚、お葬式は明日8日午前11時、陸町常念寺で

行われますので、ご都合のつく方ご焼香下さるよ

うお願い申し上げます。富樫さんのご冥福をお祈

りして黙祷を奉げたいと思います。

2．昨年10月に賜暇願いを出され休会されていまし

た内山喜一さんがすっかり元気になられ、本日よ

り出席されました。おめでとうございます。

3．本日の定例理事会の決議事項を申し上げます。

（1）前山形銀行鶴岡支店長加藤和一さんの転勤に

より雑誌委員長が空席になりますので、後任委

員長に諸橋政積さんにお願い致します。

（2）会員増強について年度始めに80名以上の増強

目標になってますので、是非ご推薦をお願いし

ます。又、出席率も年度目標90％以上と致して

ますが、残念ながら80％台に留まってます。皆

様のご協力をお願いします。

（二重jC亘j⊃
板垣広志署

1．会報到着のお知らせ

東京R．C・鹿児島西R．C

2．例会、時間、場所変更のお知らせ

酒田東R．C

日　時　　4月23日　6時より

場　所　妙　法　寺

登録料　　3，000円

（亘＝：＝＝互）
次年度会長・幹事セミナー出席の報告

吉野　　勲看

去る4月4日、会長・幹事の研修セミナーが会津

若松の平安闇で行われ、板垣幹事共々行ってまいり

ました。朝6時に出て、6時間かかり、随分遠いと

ころという感じがしました。

志藤ガバナー．ノミニーより国際協議会の報告が

あり、次年度の運営基本方針要綱の発表や、3ケ月

後に迫った会長の心構えなどを教えられ、いよいよ

迫り、責任の重大を感じ取って帰って来ました。

基本方針については後日詳細を報告することとし、

本日はセミナー出席の報告のみいたします。

次に国際協議会、志藤ガバナートノミニーよりハ

ガキを頂戴しましたので、ご披露申し上げます。

Y
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ttロータリアン－奉仕に結束－平和に献身”

ということですので、よろしくお願い致します。

（委員会報告）

⊂車重車重吏）　布施隆夫君
（財）山新放送「愛の事業団」より推選の依頼があ

りましたので、報告方お願い致します。

この事業団は、恵まれない人に対し援助・助成を

毎年行っているとのことで、当クラブに対しても、

何か福祉、援助を行うようなものがあればご推選を

お願いしたいという依頼です。理事会で出て来た中

に、市役所からの依頼で、一人暮しの老人に非常ベ

ルを設置したいという要望があるそうです。現状で

は825世帯のうち69世帯の設置とのことですが、時

時話題となるものに、一人暮しの老人が死後一週間

も誰にも気がつかれずにいたというようなこともあ

り、市役所としては、これを更に増やして行きたい

という希望があるようです。これなどは対象になる

と思われます。会員の皆様の中に何かご推選頂ける

ようなものがあれば、4月21日迄にお願い致します。

（出席委員会）佐藤　衛看

（1）年間皆出席

24年間皆出席　　石黒慶之助君

22　　〝　　　　佐藤　　忠君

20　　〝　　　　三井賢二君

13　　〝　　　　佐藤　　衛君

4　　〝　　　　斎藤　　暗君

4　　〝　　　　佐々木霊彦君

1　〝　　　　碓氷節雄君

（2）3月100％以上出席　　4名

140％　　張　　紹淵君

〝　　　新穂光一郎君

120％　　山口篤之助君

松田士郎君

（3）3月100％出席　　　　46名

秋野．阿蘇．藤川．布施．平出．飯白．石井．石

川．石黒．市川．飯野．黒谷．小池．小松．加藤

（和）．三井（賢）．三井（陸）．嶺岸．迎田．松山．

中江．中野．中沢．斎藤（隆）．佐藤（忠）．佐藤（噸）

佐藤（衛）．佐藤（友）．菅原．鈴木（善）．鈴木（弥）

関原．庄司．佐々木．斎藤（昭）．丹下．手塚．塚

原．忠鉢．田中．碓氷．若生．吉野．矢部．笹原．

⊂奉薩活動委員牟」　藤川享胤署

（1）4月会員誕生

阿蘇司朗君．飯白祐借君

村中文章君．新穂光一郎君

（2）4月奥様誕生

市川芳子様．中江道子様

笹原郁子様．佐藤佐保子様

⊂さ＿＿＿マイ＿＿＿＿亘）

佐藤陸男君　　本日の昼食を皆様に喜んでいただ

けたものと……。

佐々木嘉彦君・4月8日入園式があるので。（本

年は募集人員が10名増え、またこ

れにより車1台、運転手、添乗員

各1名増員）

・娘が高校に入学。

・3週間入院していた家内が退院。

布施隆夫君　　佐々木さんへ新車を納入させてい

ただいたこと並びに，86年度は皆

様にご愛顧を頂いたことにより。

松田士郎君　　本日幹事を板垣さんに代って頂き。

内山喜一君　　本日よりクラブへ元気で復帰出来

たことにより。

富田孝一君　　店を改装オープンして。

笹原信一郎君　　理由は特にないが何となく。

〔二≠ジタ　二つ

鶴岡西R．C　　大川俊一君．児玉光弥君

鈴木昭吾君．村山　　責君

野口　　弥君．松森昌保君
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社会奉仕：ロータリーを時計にたとえれば、社会

奉仕はぜんまいにあたります。クラブの大小をとわ

ず、すべての国ですべてのロータリー・クラブが、

社会奉仕活動をおこなっています。クラブ会員は、

まず地元の社会がなにを必要としているかを探り求

め、それに応えるために行動を起こします。それは

地元の諸団体との協力でおこなわれることが多く、

たとえば、クラブは交通安全対策活動、文化事業、

環境美化運動、火災予防運動、障害者や老人への援

助活動などを、実施しています。このように奉仕活

動のリストは際限がなく、クラブ会員が創造力をは

たらかせ、地域社会のためにつくしたいという意欲

にもえているかぎり、その活動範囲に限界はありま

せん。

国際奉仕：これはロータリーが世界理解と平和の

ために、強力で止まることのない力となっている分

野です。ロータリーの国際性を語るには、毎年おこ

なわれる国際大会を例にあげるのがよいでしょう。

国際大会にでてみると、ターバンを巻いたインド人

が、スカートをはいたスコットランド人と談笑し、

気軽なスーツ姿のアメリカ人が、いろあざやかなロ

ーブをまとったアフリカ人と肩をふれあっている姿

をみることができます。また、次期の地区ガバナー

の訓練のため毎年、国際協議会がひらかれますが、

その本会議では、さまざまな国の言葉が同時通訳さ

れています。イヤホーンを通じてもれるそのささや

きもまた、ロータリーの国際性をゆたかに物語るも

のといえましょう。

「もし伝えたいメッセージがあるなら、人間にく

るんで送れ」ということがよくいわれますが、国際

奉仕ではこれがとくにあてはまります。クラブや地

区が諸外国に若い人々を派遣しますと、またその逆

に、海外から外国の青少年をうけ入れる、というよ

うに、それ自体が大きな国際奉仕となるものです。

そのほか、国際奉仕の活動はさまざまです。たとえ

ば、ロータリー財団奨学生になるにふさわしい青年

男女を推薦すること、保障、飢餓追放や人間性尊重

のための諸活動をおこなう3－Hプログラムを支持

すること、そして、世界社会奉仕に参加することな

どがあります。世界社会奉仕とは、外国のクラブや

地区が、企画している奉仕事業を援助することで、

そのほかに、国際青少年交換に関与する方法もあり

ます。

青少年奉仕：ロータリーによる青少年奉仕活動は

四大奉仕のすべての部門にわたっています。「各ロ

ータリアンは青少年の模範」というスローガンに、

青少年のもつ可能性のすべてをひきだし、彼らを社

会の責任ある創造的な一員として、成長させるのに

協力するという、青少年奉仕の目標が、はっきりし

めされています。ここでは、青少年のためというよ

りも、青少年とともに活動することが強調されてい

るのです。

ロータリーがすすめている青少年プログラムには、

インターアクト、ローターアクト、青少年交換、ラ

イラ（RYLA　ロータリー青少年指導者養成プログ

ラム）、ラブ（ROVE　ロータリー国際職業人交換）

などがあります。

インターアクトの名前は、国際活動international

actionからきたもので、これは奉仕と国際理解の増

進につくす年齢14～18歳の若い人々（高校生）によ

る世界的組織です。ローターアクトは、会員の年齢

が18歳から28歳までで、インターアクトと同じよう

な世界的組織です。青少年交換で毎年数千人の若者

が、ロータリー・クラブや地区の後援のもとに外国

を訪問しています。自国の親善の使節として、彼ら

は滞在国の高校、大学で勉学しながら、その国の人

人との国際理解増進につとめているのです。

t・－トーク1－ク二十丁的立二　日片和封∴h L1　7」、．】′ど　⊥Ⅰ侶1日i tJJ丁　25‘う地「く

抒　■．，」　－■rノl．【∫j　直i　場明　細舶い＿全治TL内　′広川1肥tう51■7711

合」是　tl冊川J【lJ黒川J物種鈍：川畑一丁　　刑会［　帰週′七曜Ll　′ト二役12馴～1・う（1

ヽ■タ



（ゲストスピーチ）

昭和62年度鶴岡市の予算について

本日はロータリークラブ

の例会に御招き戴きまして

大変貴重な時間を戴きまし

て、62年度の予算の事につ

いて、お話し申し上げる機

会をお与え戴きまして誠に

有難く、衷心から御礼を申

し上げる次第で御座居ます。

御案内の通りに、国の予算がまだ成立をしていな

い現状で御座居ますが、市町村にとりましては、国

との関係が非常に密接不可分で有りまして、国で定

められた地方財政計画に基いて予算を編成致してお

る訳で有りますが、何分にも円高不況と言いますか、

鶴岡市長　斎　藤　第　六　氏

こういう事が地方の都市にも非常に影響してまいっ

ておりまして、景気が非常に低迷していると、それ

を反映致しまして、市民皆様方から戴く税金がなか

なか延びない。かろうじて横這い程度しか見積れな

い訳であります。61年度の場合は60年度が割合、事

業の方が好況で御座居ましたから、それを反映致し

まして、約7％程度の延びを見込む事が出来た訳で

ありますけれども、62年度はどうもそうは行きませ

んで、税の延率が、かろうじて2％見られるかどう

かと言う訳で、先ず横這い。従って予算総額につき

ましても、梢まあ前年度同額程度という事で御手許

に62年度予算のあらましという事で、プリントを差

し上げております。

62年度　予算のあらまし

＝会計ごと予算規模＝

一般会計

加茂財産区管理特別会計

老人保健医療特別会計

交通災害共済事業特別会計

と畜場特別会計

休日夜間診療所特別会計

国民健康保険特別会計

駐車場特別会計

209億1，663万円

，630万円

29億4，799万円

3，413万円

8，282万円

1，840万円

43億4，935万円

4，618万円

公共下水道事業特別会計

市街地再開発事業特別会計

産業育成資金特別会計

市有林管理特別会計

由良国民宿舎特別会計

荘内病院事業会計

水道事業会計

合　計

23億0，873万円

45億8，833万円

2，858万円

2，332万円

5，189万円

68億4，943万円

19億9，148万円

442億4，357万円



一般会計・性質別構成

一般会計

議会費　　　　　2億6，303万円（1．3％）

総務費　　　　　37億1，937万円（17．8％）

民生費　　　　　29億1，360万円（13．9％）

衛生費　　　　　22億0，880万円（10．6％）

労働費　　　　　2億1，080万円（1．0％）

農林水産業費　　12億1，121万円（5．8％）

商工費　　　　　6億0，733万円（2．9％）

目的別内訳

土木費　　　　32億4，177万円（15．5％）

消防費

教育費

災害復旧費

公債費

諸支出金

予備費

7億4，815万円

30億2，110万円

940万円

22億3，206万円

5億2，000万円

1，000万円

（3．6％）

（14．4％）

（0．0％）

（10．7％）

（2．5％）

（0．0％）

昭和62年度の主な投資的事業

－新規事業　　　　　　　　　東部地区尉村総合整備モデル事業　9，494万円

産業振興センター設置事業　12億2，496万円　　北部地区農村基盤総合整備事業　　5，252万円

常念寺保育園建設事業補助金　　1，175万円　　民有林林道整備事業　　　　　　7，000万円

勤労者会館建設事業　　　　1億0，850万円　　漁港関係事業　　　　　　　1億2，000万円

地域農業拠点整備事業　　　　　　6，008万円　　　（小波渡漁港改修及び海岸保全）

茨新田地区土地改良総合整備事業　1，900万円　　総合運動公園整備事業　　　　　　8，026万円

公営住宅建替事業（みどり団地）2億3，833万円　　花と緑の都市モデル地区整備事業　6，185万円

大泉小学校校舎改築事業　　　6億1，014万円　　苗津大山線街路事業　　　　　　6，250万円

大宝館整備事業　　　　　　　　　3，289万円　　緊急地方道路整備事業

学校給食センター改築事業　　1億0，117万円　　　（鶴岡駅錦町線街路事業）　1億7，000万円

継続事業　　　　　　　　　　　道路新設改良事業　　　　　　　3億0，123万円

失業対策事業　　　　　　　　　　7，021万円　　環境整備事業　　　　　　　1億0，020万円

水田農業確立対策推進事業　　　　5，238万円　　緊急地方道整備事業

山地排水路等整備事業　　　　　　6，083万円　　　（道形文下蛾眉橋線）　　　　　5，200万円



一般会計が209億1，663万円、前年度と大体横這

いで御座居ます。それから特別会計、12の特別会計

がずっと御座居ます。加茂財産区以下、由良国民宿

舎特別会計まで、これが特別会計で御座居まして、

これを合計しますと144億8，003万円、それから下

の方2つ、荘内病院事業会計、水道事業会計、これ

は所謂事業会計で御座居まして、地方財政法によっ

て、その収入を以って独立採算で事業を営む。こう

いう性格の予算、荘内病院事業、水道事業2つは企

業会計で御座居まして、これを2つ合わせますと、

88億4，000万円余りになります。全部総合しますと

442億4，357万円と言うのが62年度市全休の予算規

模で御座居ます。

その中で、なんと申しましても一般会計の内容が

一休どうなっているかという事が、市民にとりまし

ては一番関係の深い問題で御座居ます。それで、特

長的な事がとにかく、国の税は延びない、国の補助

金が相当大巾に削減されておりますので、例えば社

会保障費と言われる様な生活保葦費、それから身体

障害者、精神障害者の方々の施設に入所して戴いて、

その生活費、それから、お年寄り、老人の方々の老

人ホームとか特別養護老人ホーム等に入所して、そ

の生活費、これは従来は国が8割、市が2割とこう

いう負担割合でずっとやって来たものが、59年度か

ら減らされまして、国の方が7割しか負担しないと、

あと3割を市の方でかたがわりしようと、こういう

事で、最近はこれをまた落されまして、5割対5割

になって来ております。その負担が、非常に多額に

のぼりまして、このお金は結局は「般財源と言いま

して、市民の方々から納めて戴いた税金をこれに向

けなければ出来ない訳でありまして、その影響とい

うものが、やっぱり大変大きな影響を受けておりま

す。年間大体3億内外と、これが従来国で支弁され

ておったものが、市で肩替りするという事になりま

すから、こういう本市の様な小さな都市で、3億の

一般財源があるかないかと言う事は、事業費に置き

替えてみますと、10億乃至それ以上の仕事が出来る

か出来ないかと言う事になるのであります。例えば

学校を建るに致しましても、道路を直すに致しまし

ても、国からの補助なり、起債なり、それで不足す

る分を一般財源で補って、色々の事業をやっており

ますが、その3億の一」投財源があるかないかという

事は、事業費に直しますと大体10億から、それ以上

の仕事が、結局は縮減せざるをえないと、今どこの

市町村も、そういう事で財政が困難をきたしている。

こういう訳で大変頭を悩ましておるのであります。

そういう背景の中で、62年の予算を組まして戴き

ましたが、ここで一寸、後戻りするようですが、最

近、鶴岡市で色々進めてきた事業が一体どうなって

いるか一寸ふれさせて戴きますが、一つは過去20年

程かけて県の事業として進めて戴いておりました新

内川の河川整備事業、これが昨年の春に出来上りま

して立派に完成致しました。市街地を通じる旧内川

の外回りの万を新しい川を一本作って戴きまして、

従来は放流時で、少し雨が降りますと市街地で水浸

しになり、長年水害に悩まされて来たのであります

が、新しい川が一本出来た為に相当の集中豪雨があ

っても、先ず水がつく心配は余りなくなった。こう

いう事で、その事業が昨年出来上りました。

それからもう一つは道形黄金繰、所謂鶴岡駅の西

側に鉄道線路に保線橋が出来まして、これが昨年目

出度く完成致しまして、線路を跨いで自動車交通が

非常にスムーズに流れる様になったと、これが非常

に大きな一つの、これに10年程掛けまして、県事業

でやって戴いたのであります。大変自動車の交通状

況が改善されて来ております。

それからもう一つは、これも多年進めてまいりま

した国の事業としてやっていた7号線バイパスのう

ち、文下から平宗田の加茂線迄の間、これが今年の

秋のそんなに遅くない時期に開通する予定で御座居

ます。今年は引続いてそれから先、下清水までの道

路の用地買収をすすめると、7号線バイパスの半分、

平京田までの間に、この秋開通とこういう手筈にな

っております。それからもう一つは火葬場、斎場。

鶴岡市斎場と名付けましたが、今度お陰を持ちまし

て、昨年の10月オープン致しまして、もっとも最新

式の斎場完成致しております。それから京田小学校

田川小学校、この2つの学校が一緒に体育館も含め



て完成致しまして、この4月から新しい校舎で勉強

が出来ると、こういう状況になっております。もう

一つは学校の給食センター。これが一中の直ぐ隣に

ありましたが、非常に旧式のものでありまして、又

大分老朽化して非能率でありますので、大泉中学校

の跡地に新しく新築を致しました。この3月31日に

竣工致しまして、4月から新センターで給食作業を

やっております。これには12億程の予算を投入致し

ておりますが、非常に近代的な設備を導入致してお

りますので、従来から見れば人手が非常に節約出来

るという事で30数名、全部あれするまで3年間位か

かりますけれども、30数名の職員の減員する事が出

来ると、こういう事で大変能率的な給食センターが

出来上ったという訳です。もう一つコンポストセン

ター公共下水道終末浄化センター、終末処理場で最

終的に残る汚泥と叛殻と混入致しまして醗酵させて

作る所謂肥料で御座居ます。これが漸く稼動致しま

して、この春から一般市販を致しております。それ

から農協と提携致しまして、これを有効に土壌改良

剤としても利用しようという事で、農協さんと全面

的な御協力を戴いて本格的に稼動出来る様になった

とこう言う訳であります。

それから、本市ではかねがね各学区に一つづつコ

ミュニティーセンターを造ろうという事で、毎年一

つ造っていましたが、61年度は第5学区駅前方面、

あそこに松原保育園というのがありましたが、移転

しました為その跡地に第5コミセンと言うのを建て

ております。これが完成致しまして、4月からオー

プン。あと残るのは第6学区のコミュニティーセン

ター、これが出来れば全部出来ると、こういう事で

ありますので、これは63年度、6学区に建てようと

いう計画で進めておる訳であります。

昨年度の事業はそんな具合になっておりますが、

今年62年度どう言う事を計画したか、ここには62年

度の主な投資的事業としてあげて御座居ますが、一

つは産業振興センターというものがいよいよ店開き

致します。これは駅前再開発事業の西棟、駅から向

って右側の建物であります。そこに2階と3階に跨

って、その所謂産振センター所謂多目的ホールと二

つ、市が事業主体として造ったものが御座居ます。

これを床を市が買取らなければいかんと、これがこ

こに掲げている12億2，496万円これであります。2

階が所謂産業振興センターというものでありまして

鶴岡市外6ケ町村、田川地方の6ケ町村と力を合せ

て、当地方の特産品・特産物をあすこに一望に集め

て展示をしたり、あるいは販売をしたり、あるいは

加工を一つ付加価値をもう少し高める様な、そうい

う物が出来ないかどうかと言う様な事を一元的にや

ろうという産業振興センターであります。それから

3階には相当のスペースの持ったもの多目的広場と

いうものを造ります。これは市民の方々が色々研修

会だ講演会だ、あるいはその他の色々の会合等にお

使い戴く為のホールで御座居ます。こういうものが

そこに出来ると、合せて12倍約2，500万円程の予算

をつぎ込んで是を市が特別会計の駅前再開発事業で

出来た建物を買取る訳で御座居ます。その次が常念

寺保育園さんが62年・63年の2ケ年計画で建替える

予定で御座居ますので、第1年度臼の補助金1，175

万円を予算計上致しております。次は勤労者会館建

設事業、所謂鶴岡市の勤労者の方々の会館でありま

す。今迄色々農協会館だ、働く婦人の会館だと色々

ありますけれども、勤労者の会館が一番遅れたとい

う事で、随分前から御要望戴いておったものであり

ますが、いよいよこれを62年・63年2ヶ年継続で2

億約2，000万程で、元の保健所の跡、最近まで中央

公民館として使っておりましたコンマ製作所向いの

あそこの場所に敷地を少し拡張致しまして買求めま

して、あそこに勤労者会館を建るとこういう計画で

御座居ます。次は地域農業拠点整備事業。これは所

謂庄内空港関連でありまして、空港の為に相当の土

地を提供して戴く。その東茨新田の地域に何んかそ

の拠点になるようなものを一つ造ってくれとこうい

う事でありまして、国の補助を戴いて、ここに所謂

農業拠点整備事業という名前で一つ集会所、こうい

う物を造ろうとこういう事であります。それから公

営住宅建替事業。今度大西団地の建哲が全部終りま

したので、今度はみどり町、あすこに古い、その市

営住宅が相当御座居ます。これを年次的に高層のア



パートに建替すると、こういうものでありまして、

今年度は15戸平屋建の市営住宅を解休をして鉄筋コ

ンクリートで20戸建設をするとこういうものであり

ます。2億3，833万円と、それから学校整備では大

泉小学校、この建替工事をやろうという事で、6億

1，014万円予算を計上致しております。次は大宝館

整備事業。これは最近まで図書館として利用してお

りました公園にあります大宝館、大正4年の建築で

御座居ますけれども、非常に木造洋風楚設で御座居

まして、これを一つ残していってもらいたいと言う

要望が各方面から御座居まして、あれを少し内部改

装致しまして偉人館として、名前をなんと付けるか

は一寸これから教育委員会の方で検討中であります

が、鶴岡から鶴岡御出身で色々なやっぱりあの優れ

た業績を残された万々の遺品等を展示をしたいとこ

ういう目的で、一つあの建物を利用したらどうかと

いう事で準備を進めておる訳であります。大分いた

んでおりますので、今年内部を整備をしようという

ので3，200万円程の予算を計上致しております。そ

れから学校給食センター改築1億円程やっておりま

す。これは去年一ケ年度で整備出来ませんので、債

務負担行為というので翌年度支払いますよという事

でやった事業が御座居ます。それを今年度予算化し

て支払いをするというのが1億円余り御座居ます。

それから次からずっと継続事業でやっておるもので

すが、この中で総合運動公園整備事業の中で8，000

万円程見ているのは、これ昨年からテニスコートに

かかっております。テニスコートは12面造る予定で

ありまして、昨年そのハウスコートのハウスを造り

ましたが、今年は引続いてコートの面整備をやりた

いとこういうのであります。それから次の花と緑の

都市モデル事業。これも60年から63年迄の継続事業

で、昨年はやすらぎの広場、あすこに造りまして、

今年は市民の方々が御利用戴ける様な形になってお

りますから、今年は市役所から致道博物館までの間

の歩道、これを整備をしたいと、歩道の向い側の御

堀端の所謂石垣しゅうけい施設として整備をしまう

とこういう事で、継続事業で御座居ますが6，000万

円余りの予算を計上致しまして、これは総事業費が

国の国土庁の補助事業でやっているもので御座居ま

して、総事業費が1億8，000万円で御座居ます。次

は苗津大山線街路事業。これも継続でやっておりま

して、稲生橋の万から天地橋の方に向って、あの中

間地区末だ整備終ってない所、これを今やるので御

座居ます。それから緊急地方道路整備事業というの

は駅前再開発との関連で直ぐ南側にずっと飲食店と

申しますか飲屋さんが軒を連ねて十数軒在る所が御

座居ます。あれを全部移転をして戴いて、あの道路

を拡幅整備をするとこの事業で御座居まして、1億

7，000万円計上しまして一気にやってしまおうとこ

ういうのであります。それから次の道路新設改良事

業3億円というのは、これは一一般の市道あっちこっ

ちから御要望がありますが、市道の改良整備これを

やる事業が3億、大体例年同じ様な規模で御座居ま

す。それから次の環境整備事業、下水、側溝、これ

も随所に悪い所が御座居まして、要望が非常に多い

ので御座居ますが、この予算が1億であります。こ

んなのが主だったもので御座居まして、投資的事業

だけで御座居ますが、変ったところでは投資事業で

はありませんで、消費的事業ではありますが、一つ

は高齢者の福祉と言う事が今非常に問題になってき

ております。特に一人暮し老人の方々が非常に孤独

感におそわれておるという事で、各地区で会食サー

ビスという事業を計画しまして、学区単位ですね、

方々でやり出してきております。第3学区が一番早

かったのでありますが、第1学区今年度中、第4学

区、それから第2学区も今準備しております。それ

に郊外、三瀬地区とか、所謂あのひとりで日常、外

にもあまり出て歩かない御方をなんとか一つ、その

1ケ月1回か2回コミュニティーセンターに衡招き

して、そこで婦人会その他ボランティアの方が御料

理を作って、そしてその、とにかくそれを食べて戴

きながら友達作りをやってもらおうと、これが目的

でありまして、大変喜ばれておりますので、それを

もっともっと一つ増していきたいと、それには市の

方で、それ相当の一つ助成をしていこうと、大体一

食500円位の材料費が掛る訳ですが、その内から、

200円を市が補助をして、御本人から300円自費負



担をしてもらうと、あと労力、その他それぞれのコ

ミュニティーセンターの方で賄うと、こういう事を

今年から相当ひろげてやって行きたいという事であ

ります。もう一つは寝たきりのお年寄り、これがや

っぱり年々増えてきておりまして、その中で一番困

るのはやっぱりおむつが、どうも相当の出費になる

と、特に低所得者の方にしてみれば大変な事なので

すから、今年から遅蒔ではありますけれども、900

万円程予算計上致しまして、とにかく低所得者の御

家庭には紙おむつの補助をやろうと、こういう事を

新規に計画致しております。もう一つは、これは今

結婚したくとも結婚出来なくて大変困っていると一

つの社会間掛こなりつつあるという様な傾向が御座

居まして、私は農村部だけであろうかと思って調べ

させてみましたところが、その、30過ぎまで35・36

になってもどうも配偶者がいないというのが、これ

はなにも農村部だけじゃなくて、旧市にも沢山いる

んですね。市役所の中でどうなっているかと思って

調べさせてみたら、これもまあ、誠にどうもあまり

自慢にならない、独身者が沢山おるんで、これはま

あそのただ事ではないと、何んとかやはりそういう

手段をしないと段々それが年取って、いよいよチャ

ンスがなくなってしまうと、こういう事ですね。先

ず手始めに、その幸せ相談員、世の中に御結婚の世

話の上手な方、御世話の好きな方がおる訳ですから

まず10人程一つ御委嘱申し上げて、そして市の方か

ら情報提供したりしてですね、とにかく未婚の方々

何んかの集まる様なチャンスを色々作って、そして

接触する事によって、あるいは又、御世話の上手な

方に中に入ってもらって、何組でも良いからとにか

く促進したいというのが幸せ相談員であります。予

算はきわめて誠に微々たるもので、150万円か200

万円程度でありますけれども、これやってみて、手

掛りがつかめればもっともっと増して、福縁組が出

来る様な手段をやって行きたいと、こんな風に考え

ておるところです。あまり金が掛らないで新しい事

と言えば、大体そういう事で御座居ます。

いよいよ駅前再開発事業も今年の7月には完成致

します。これには商店会の万々からも色々な御批判

やら、御注文やら戴きましたけれども、これは駅前

だけの問題でなしに、10万都市鶴岡としての一つの

表玄関、これを一つ立派にすると言う目的でやった

もので御座居まして、これが出来ますと商店街にも

色々な影響が出て来る事は避けられませんが、なん

とか一つ駅前だけ良くなれば良いという訳で御座居

ませんで、今度は是非一つ銀座の活性化事業整備事

業を一つなるべく早くやらなければいかんとこうい

う事で、あそこに専門の職員2名を専門に配置を致

しまして、地元との色々な話し合いをやり、一部反

対する方との説得やら、こんな事をやっておる様な

次第です。地元との話しも大分煮詰ってまいりまし

たので、なるべく早く銀座活性化事業をやりたいと

こう思っている訳です。

最後、庄内空港の問題であります。これは庄内、

とにかく33万住民の悲願として今日まで進めてまい

りましたけれども、なかなか地権者の方の中で4世

帯6名強行な反対者が、その中でも1世帯2名とい

うのはその、自分は此処までくればおしても良いと、

こういう気持ちになっている様ですが、どこまでも

反対と頑張っているのは3世帯4人の方々です。こ

の方々が賛成してくれませんので、その県は国に対

して許可申請出す事が出来なかった訳です。国では

飽くまでも100％整わなければ駄目だと、こういう

姿勢を貫いておりましたので、今まで粘り強くやっ

てきた訳ですが、それでもなかなか解決つきません

ので、しかしこれ以上遅らせておっては折角今まで

同意をしてくださった万々が、そっちの方がおさま

らなくなると言う気運でありますので、県も去る3

月18日に、とにかく100％ではないけれども、3世

帯4人残しては全部同意をもらった訳ですから、な

んとか受付けてはしいという事で運輸省に申請を致

しました。国も今までの山形県の努力を良いと致し

まして、それを受付て下さいました。これからはい

よいよその本番を迎えるわけで御座居ます。予算的

には28億円の予算が県の予算の中に計上されており

ます。その内10億円は国の補助金でありまして、こ

れで今年から、その予算を使って、いよいよ土地買

収に入ると。その前に所謂実施測量というのはあり



ますけれども、実施測量というのは8，000万円程掛

りますけれども、それがなるべく早く終って、その

土地買収とこういう予算が成立しておりますので、

なんとしても今年は、それに買収に入らなければい

かんと、こういう状況になっております。なお、反

対者の方とは今後共粘り強く交渉を続けるという事

で県が庄内支庁に専門の対策室をつくりまして、今

取り組んでおるところで御座居ます。最後にどうし

ても賛成出来ないと言う場合、どうするかはこれか

らの問題でありますけれども、とにかく強権発動と

言う事は、我々にも極力避けるべきであると。なん

とか話し合いで解決をしたいと言う態度で、今進め

ておるところで御座居ます。此処まで釆ましたので

なんとか屯7国体までには、庄内空港も立派に完成を

させたいと、こう考えて私共地元も県も一休となっ

て今進めております事を御報告申し上げたいと思い

ます。

大変黄重な時間を頂戴薮しまして有難う御座居ま

した。

（会長報告）
山口篤之助看

花に嵐と申しましょうか、暖かくなったり、寒く

なったり極端な変り様です。陛康管理に充分お気を

付けて下さい。

1．去る4月8日、鶴岡建設社長富樫艮吉さんのお

葬式が11時より常念寺で厳かに行われました。広

い境内の山門からご本堂までの両側に花輪と生花

がピッシリ供えられ、ご会葬の方々も300人以上

の多くの万が参列され、生前のご人徳が偲ばれま

した。クラブよりは弔辞をお供えしました。

2．又、同日夜8時30分頃、新穂光一郎さんの自宅

でボヤ騒ぎがありました。発見が早く大事に至ら

ず、不幸中の幸いでございました。クラブよりは

少しばかりのお見舞い申し上げました。

3．本日入会されました山本順一さんの所属委員会

をS・A・Aといたします。委員長さん宜敷くお願

いします。

4．次週21日は第5回クラブ協議会を行います。毎

度申し上げますが、委員長さんは必ずご出席願い

〔画事報菖‾＿〕　松田士郎君

○鶴岡警察署長より

「会員事業所の運転者に対する交通事故防止指

導の強化について」依頼書がまいっております。

O「1986年12月末現在全国R．C入会費・会費・ビ

ジターフィー一覧」到着、回覧中です。

○例会時間・場所変更のお知らせ

酒田R．C　4月22日（水）　観桜会の為

日　時　　4月22日　午後6時点鐘

場　所　浜　銀

登録料　　3，000円

○郡山R．C創立50周年記念誌到着のお知らせ

〔吏会員紹㌃〕　松田士郎署

山本順一君　　㈱山形銀行鶴岡支店長

生年月日　　昭和13年2月2日

家　　族　　妻　幸子　昭和16年12月21日

長男　一郎　昭和47年6月16日

最終学歴　　昭和35年東北大学経済学部卒

趣　　味　　ゴルフ、釣、マージャン

（新会員挨拶）山本順＿署

只今御紹介戴きました山

形銀行鶴岡支店勤務の山本

噸一で御座居ます。皆さん

の仲間入りさせて寒く事を

大変光栄に思っております。

若手経歴を御紹介したいと

思います。

私の生れは昭和13年2月

2日で御座居ます。月山の向う側の大江町左沢とい

う所で生れました。前任地が秋田県の本荘市で御座

居まして、その時本荘ライオンズクラブに所属して



おりました。副会計として予算・決算等をやってま

いりましたけれど、なにせロータリークラブは今回

が姶めてで御座居ますので、皆さん宜しく御指導の

程お願いしたいと思います。

（スマ十互）
山口篤之助君

松田士郎君

クラブ協議会のご案内4月21日を

3月21日にミスプリントのため。

毛呂陸士君　　従兄弟の佐藤正光さんが県会議員

に当選したので。

嶺岸光吉君　　4月9日三井先生の所で初めての

内孫（男の子）が誕生したので。

新穂光一郎君　○先週水曜日に私のミスからボヤ騒

ぎを起し、皆様にご迷惑やらご心

配をおかけ致し申し訳ありません。

早速クラブよりお見舞いを賜わり

恐縮しております。お陰様で大事

に到らず幸運でした。

○設計を担当した鶴岡市学校給食セ

ンターが竣工し、引渡し完了した

ので。

佐藤　衛君　61年度事業給食センター、第6学

区コミセン、私どもの会社で納め

ましたので。それと、日曜日家族

で一寸お目出度い事が御座居まし

て。

佐藤孝二郎君　　肖像画の実物を持参したので、是

（余目R・C）　非御利用願いたくて。

（ビ　ジ　タ　ー〕

余目R．C　　　佐藤孝二郎君

鶴岡西R．C　　鈴木次良君

（第1402回例会会報より続く）

ロータリー小史13

ライラは、青少年を良き市民として育成、あるい

はその指導者的資質をのばそうとする、地区単位の

事業です。一方、ラブは、年齢18～25歳の若い男女

をロータリークラブの後援のもとに、外国のおなじ

職業の職場におたがいに派遣しあい、それぞれ職業

研修につとめさせる国際的交換プログラムです。

ロータリークラブが、青少年のためにどんな活動

をおこなうかは、そのクラブが地域社会の若者のニ

ーズをどのようにうけとめているかでかわってきま

す。ボーイスカウト、青少年センター、ハンディキ

ャンプ（青少年障害者のためのキャンプ）の援助、

職業補導や保健衛生の推進、青少年の非行化防止、

覚醒剤追放などの活動が一般的です。

このように、綱領と四つの奉仕部門はロータリー

の基本的なものです。すべてのクラブの運営はこれ

を軸としておこなわれています。しかし、「超我の

奉仕」および「最もよく奉仕する者、最も多く報わ

れる」というロータリーのモットーも、それとはば

おなじ程度の重要性をもっています。

○　　　　　　　　　○

ロータリークラブは、これらの奉仕の道を、四つ

の主要委員会を通じてすすめるようになっています。

その四委員会とは、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉

仕、および国際奉仕の四委員会であり、さらに、こ

の（主要）委員会のもとには、特定の範囲を担当す

る委員会と小委員会が設けられています。特定の範

囲を担当するこれら委員会、小委員会の活動は、各

（主要）委員会委員長の監督もしくは調整のもとに

おこなわれることがのぞまれています。

（次回へ続く）

（■州ロータリ　ーノ二′‾7削、＝／細1．日．（う　ミ）　7才’＼U．ま】即廿う1日JT　三三・：う地け二
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（ゲストスピーチ）

地域活動とユネス　コ

日本ユネスコ協会連盟理事長　伊　藤　　　　実　氏

伊藤でございます。まず

皆様方の非常に大切なお集

りに招きをいただきました

ことに対しまして、光栄で

あると同時に、私として非

常にうれしく思います。さ

らに皆様方に御礼を申し上

げたいと思いますのは、民

間ユネスコ活動を、この鶴

岡市も非常に長い間続けておられますけれども、そ

の陰には、皆様方ロータリーの大変なご援助があっ

たと、又ご壌助が引き続いているとうかがっており

ますので、この席をかりまして厚くお礼申し上げま

す。

私どもが考えております、そしてユネスコが当面

している問題に対しまして少しばかり立ち入って、

お話し申し上げたいと思いますが、その前に私はも

う来年で80才でございますが、こういう人間がどう

してユネスコに関係したかというと、私は、第2次

世界大戦中、朝日新聞の特派員としてフランスにい

た時に、日本が太平洋戦争に入りまして、それから

中立国のスペインに移りまして、そこで敗戦を迎え

ました。自分の国が無条件降伏したと。その瞬間私

の頭に浮かびましたことは、これからいかに生きる

べきかでございます。tt鬼畜米軍をつぶす”と書い

た、かつての新聞がそのまま存続するということは

世界に例がございません。日本は特例で、大新聞が

残されたということを、ご承知だと思いますけれど

も、そういう意味で、いかに生きるべきかというこ

とを考えている時に、私の頭に浮びました一つのこ

とは、日本を新しく立て直すためには教育が基本に

ならなければならないということを感じたわけでご

ざいます。

勉強したことも何もございませんので、本当にな

ぜ、そんなことが突然頭に浮んだかと申しますと、

自分がそれまで、私は明治生まれでございますので

大正の教育を受けてきましたが、それは教育ではな

くて、政治ではなかったかということを、自分なり

に反省させられまして、新しい日本は、新しい教育

から出発しなければならないというようなことを考

えたものでございます。

まあ、そういうことを色々考えながら、半年近く

スペインで仕事もできないまま留置かれたわけでご

ざいます。その時に11月16日、1945年敗戦の年にロ

ンドンで、ユネスコ憲章が発表されました。中立国

のスペインでございますから私は毎日イギリス、ア

メリカの新聞や雑誌を読んで、第2次世界大戦を、

自分の国の敗戦を、当時の敵側の新聞で情報を集め

ておったわけですが、その意味で、ユネスコ憲章が

ロンドンのタイムズで、全紙面をさいて報告されま

した。それを読んでいる時に、皆さんもご記憶の方

もおありだと思いますけれども、tt戦争は人間の心

の中に始まるんだから、心の中に平和の砦をきずか

なければならない”と、あの有名な文句が出てまい

りました。私はなにか目がさめたような感じがいた

しました。そしてさらに、ユネスコ憲章を読んでお

りますと、tt政府の政治的及び経済的取り引き面の

みにもとずく平和は、世界の人民の一致した、しか

も永続する、誠実な支持をうることはできない”と

政府間の政治的とりきめや永久の平和は実現しない



ということが書いてあります。そしてそれに続いて

書いてあることばが、ttよって、平和が矢なわれな

いためには人類の知的及び精神的連帯の上にきずか

なければならない”と＝…＝‥。

ロータリー会員の皆様にあらためてこんなことを

申し上げるのも恐縮でございますが、私どもは人間

と人間、世界の人間一人ひとりが友達をつくり、そ

して、知的精神的教育をすることは、永久の平和を

きづくもとであると。私はこれを読んだ時に、今で

いう民間運動であると感じておりました。そして政

府の運動ではなく、われわれ国民がやる運動ならば

新聞記者としての自分にも何か出来るのではないか

と考えたのは一つございました。

そして、その年が開けましてから、アメリカの命

令でヨーロッパにおりました日本人全員が、スペイ

ンのバナナを運ぶ小さな船底につぎこまれました。

大使も武官も全員船底です。ハンモッグを三段に、

60日間の船旅で送り返されたわけでございます。

日本に上陸した時にアメリカ革の若い兵隊さんか

ら、頭にDDTをかけられ、すっ裸にさせられ、全

身をレントゲンで調べられました。万年筆なども全

部インクを出して中まで調べるといった具合で、あ

あいうところに宝石をかくす事もあるんだそうです。

まあそんな思いをして帰ってまいりました。そして

元通り朝日新聞がでているというので、きっそく上

陸した足で新聞社に飛びこんで、私はそれから教育

のことを勉強させてくれといいました。ちょうど日

本で教育改革で、教育視察団がアメリカから来てお

った時でございます。そしてそれ以来、私が論説委

員になってからは教育担当、そして東京都の教育委

員として12年間やりました。そんな様なことで、私

は、民間運動としてのユネスコこそが、新聞記者の

私としても自分の生きがいという風に自分に言い聞

かせて今日まできたわけでございます。

そこで、日本の民間ユネスコ運動というものにつ

いて、ご承知の方は多いわけですが、一言ふれさせ

ていただきたいと思います。

私が21年に帰ってまいりましたその翌年、7月19

日に、仙台で民間ユネスコののろしがあがりました。

その当時は土井先生やフランス文学で、私どもの協

会の副会長をやっている桑原先生が助教授でおられ

たわけです。そういう万々が、まずユネスコ協力会

というもの（協会とは言えないわけです）がつくら

れ、その後、相次いで大阪や関西に、又、東京では

物理学者の西田先生がユネスコ協力会というものを

開かれたわけです。それから2～3年してから鶴岡

のユネスコも期を一にしてつくられたと受けたまわ

りました。非常に早い、又、古いユネスコ協会でご

ざいます。

全国を見ておりましても、知識階級が中心になっ

てつくられて、ユネスコの出張所を東京に置かれま

した。又、その人々から見て、日本のユネスコ運動

は本物であるというので、昭和26年に国連にも認め

られていない日本が国際機構であるユネスコに参加

を認められたわけでございますが、平和会議が行な

われる前に、敗戦国日本が国際機構に参加を認めら

れたことが私どもの誇りというふうに考えておりま

す。そうしまして情熱をもって進んできたユネスコ

でございますが、昭和30年代の経済成長がはじまり

ますと、非常に下火になりました。私の友人に、ユ

ネスコに参加してくれと言いましたら、「ユネスコ

に入ると何かもうかるか？」と言われましてがっか

りして、今でもその友人と絶交しておりますが、そ

の様なわけで、はっきり言って冷めたい時代を迎え

ます。

ところが1973年、石油ショックがあった時、日本

人はt’ハッ’’と忘れていたことを取り戻したかのご

とくに、物の世界だけではいけない、心の世界を取

り戻さなければならないという気運が起こりました

時から、民間ユネスコの活性化ということに努力し

てまいりました。そして1974年にアジア連盟をつく

り、設立を京都でいたしましたが、その時にアフリ

カとか中南米からお客を迎えました。そこで世界連

盟をつくれということになりまして、民間運動の世

界連盟が1981年に出来ました。そして第1回の世界

総会を日本で開けというのが世界の要求でしたので、

3年前に、世界大会を仙台、東京、神戸、広島で行

なわれ、その時に参加した人々の中で何人かが鶴岡

にもお招きいただき、大変ありがとうございました。

あらためてお礼申し上げます。そして第2回の世界

会議が今年の7月からスペインのマドリードで予定

されております。その様なわけで日本の民間ユネス

コの歩みを説明しましたが、一方世界ユネスコはど

うなっているかと申しますと、世界のユネスコとい

えば政府の代表が集まっている、パリのユネスコ本

部のことを示しているわけですが、ユネスコができ

た時にユネスコ憲章を読んで私が興奮し、感激しま

した当時ユネスコに参加していたのは24ヶ国です。

しかも各国の第→級の知識人が論客として集まって

いたわけでございますが、1960年代になりましてか



ら植民地から独立した、いわゆる第3世界の国々が

百ヶ国も入って来ました。今は151ヶ国ですが。こ

うなると、世界の知識人だけが平和を論じていると

いうようなわけにはいかないのです。第3世界は要

求するだけです。今までわれわれを植民地にしてお

いたのだからttこれも助けろ、あれも助けろ”と。

そうしますと、一番分担金の多いアメリカ側は、

分担金の出ないそんな国と、4分の1も払っている

国との間での問題と、ソビエトが支配している東ヨ
ーロッパなどの発言が数の上で非常に多くなってし

まいました。つまりユネスコが政治化してしまった

ということが3年前の脱退の主たる理由でございま

すが、ほかの見方をしますと、アメリカが戦後処理

を国連によってやろうと思ったわけです。拒否権を

もっていますから。しかし、ユネスコには拒否権が

ないわけなので、そういう国連機構にいや気を差し

ているのが本当のところでしょう。それよりも2国

間交渉で自分が想うような国に金を出してゆくとい

うような方向に行っております。

アメリカ脱退の時に私は日本の国内委員会をやっ

ていまして、日本も危ないと思っておりましたが、

委員会としては絶対に脱退してならないと言うこと

でした。又、アメリカにしてもイギリスにしても国

内委員会は全面的に脱退反対でございました。それ

はレーガン大統領もサッチャー首相も、議会もさし

おいての決定であったことが今日言われているわけ

でございます。大変言葉少なくて、私にまちがいが

あるかもしれませんので、一冊だけユネスコの危機

ということに感心ある方には是非おすすめしたい本

が最近出ましたので紹介します。それはキリスト教

大学助教授で、最上敏樹先生が書いた「ユネスコの

危機と世界の秩序」。そしてサブタイトルが「非暴

力革命としての国際機構」が東研出版から最近出て

おりまして、大変好評を呼んでおりまして、今日の

世界情勢、国際関係にふれた本なので紹介します。

この中にアメリカ脱退の理由などが述べられており

ます。

最後に、皆様と共に考えてゆきたいことは、私ど

ものユネスコ運動もロータリーの皆様方も、戦争を

願っている人は一人もいないわけです。平和という

ことは以前は戦争のないということでしたが、今は

第2次世界大戦後の考え方には、一言で申すならば

戦争がないだけが平和ではないんだ、人間が明日の

食べる食事にもこまる様、アフリカ、東南アジアに

おける飢餓の問題であります。又、あるいは自然破

壊、開発の名においての樹木を切ってしまうことが

地球の安全をどこまで保障できるかという問題がご

ざいます。これも一つの平和問題として今日私ども

は考えなければならないと思います。

ユネスコがやる仕事はまず、第3世界の子供の教

育からやらなければならないと思います。食糧を送

るのもいいことだと思います。衣服を送るのもいい

と思います。しかし、根本的に、その国が自分の力

で生きてゆけるという基本は教育からされなければ

ならないと思っております。私は来年ユネスコで世

界の文盲を一掃しようと年間テーマで準備しており

ますが、世界の平和とユネスコとなれば、平和の考

え方が戦争がないということだけではなくて、この

地球を安全に守るということが、今日かせられた平

和の問題の大きな課題ではないかと……。

それに対して私どもはどのように対処すべきかを

考えさせられております。

われわれは本当に物ごとをグローバルに、地球的

に考えなければならないと思います。

1969年にアメリカのアームストロングが初めて月

に降り立ち、何んと言ったか。「なんだ、地球なん

て宇宙に浮んでる小さなボートじゃないか」と。こ

れから宇宙船地球号という言葉がでてきました。あ

んな小さなボートの中で、顔が黒いとか白いとか、

また黄色とか言って人間が争っておれば、あのスモ
ールボートは沈んでしまうということを言いました。

われわれは地球的に物を考えるということに対して

は、習れてきました。しかし日常生活の中で、平和

は絶対なくしちゃいけないと言ってるだけで、こと

が済むわけではありません。具体的にその地域にし

っかり足をおろした、根のはった運動がなければな

りません。そこで、シンク、グローバリー、アクト、

ローカリー、行動は地域的に。

これからのわれわれは、確かに世界的に物ごとを

考えなければいけませんが、実際には自分達の地域

で、自然が矢なわれてはいないか、というような色

色な間者に当面すると思いますし、それに対して具

体的に運動をすすめるのが、民間ユネスコの本来の

姿だと思います。

ロータリーの皆様にも色々お力添えを頂いたこと

をあらためてお礼申し上げまして、私のスピーチを

終ります。

ありがとうございました。



〔会長報告）
山口篤之助署

1．臨時理事会の審議の結果を申し上げます。

（む　去る4月14日（火）石黒P．G、北楯分区代理

のご出席をいただき第1回拡大委員会が開かれ

ました。拡大をするための理事会の承認と会員

の承認をいただく様要請されました。審議の結

果、満場一致可決されました。又、例会時会員

の皆様にお計り致しました処、賛成多数で可決

されました。

（む　次の両名がクラブ会員通算20年以上、65才に

達しましたので、出席規定の免除を書面にて提

出され承認されました。

佐藤　昇さん　　三井　健さん

（彰　会員嶺岸光吉さんより入院診療の為当分の間

と、賜暇願いが出され、承認されました。

（参　会員の津田晋介さんより足の怪我の為、当分

の間例会を休みたいとの賜暇願いが出てます。

承認されました。

2．皆川光吉さんの母堂が80才のご高令で16日午後

10時35分お亡くなりになりました。規定によりご

香典をお供えし、お悔みに行って参りまいりまし

た。ご冥福をお祈りします。なお、葬儀は19日に

行われました。

（幹事報告）
松田士郎署

○ロータリー適用相場変更のお知らせ

本年4月1日から現行156円のレートを1ドル

146円に変更になります。

○加藤和一山形銀行長井支店長より転任のあいさつ

状到着（回覧）
○東北電力情報恥34到着（回覧）

〇第253地区郡山西北ロータリークラブ創立10周年

記念式典のご案内

日　時　　6月14日（日）　午後1時

ところ　　郡山ビューホテル

登録料　　8，000円

申込〆切　5月10日

○例会日時・場所変更のお知らせ

八幡R．C4月25日（土）の例会を花見の為

日　時　　4月26日（日）　午前11時点鐘

場　所　舞鶴公園（雨天の場合は八森荘）

登録料　　3，000円

（社会奉仕委員会）

財団法人山新放送愛の事業団より

昭和62年度援助・助成推薦依頼の件

布旋隆夫署

福祉協議会、福祉事務所とも本年度の事業として

は成り立たず、推薦されても本年度は断念せざるを

得ないとのこと。しかし、63年度以降には事業化し

たい意向であり、チャンスがあるならば期待したい

とのことであった。

（jマ　イ　ル）

張　紹淵君　　昭和40年（1965年）、私がR．Cの

7代目の会長であった。その時に　　）

桜の苗を100本位私の医院の救急

車に積み、市立二中学校の土堤に

植えて2～3年間管理したが、あ

のときの校長先生が大山校長先生

に贈呈式をやられた。その写真も

残っておりますが、あれから22年

過ぎた。今や桜花満開で、全部で

97本残って大木となり立派なもの

だ。高令会員と共に皆様も喜び、

報告する。公園の桜の花よりもす

ぼらしいもので、これも本クラブ

の広報にもなれると思い報告して

ニコニコ箱にスマイルする。

吉野　勲君　　孫の幼椎園入園の為。

（ゲ　ス　ト）

社団法人日本ユネスコ協会連盟理事長

伊藤　　昇氏

日本ユネスコ協会鶴岡事務局　　本間　　要氏

（ビ　ジ　タ　二」

鶴岡西R．C　　村山　　責君．斎藤健治君

三井盾夫君

米山奨学会協力金

計7．255円（1ドル146円）

州ロ　ーダ・トウナ‾ハ≠十二　日廿裾封」H L）　′J＼．】′ど　叫′1恥う4（127　ごうごう拙い

持　5．．J Hl川いt」い‾是机　矧山J軒1＿会日義所内　■にイ占（1235・プ17Tll

rJ奈」是1．州‥JLIJ柳川‾如紺青　二川，ホ　　　例≦三　日　川丁超人「tf川　午後121itト1：封）
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（ゲストスピーL）

青少年海外短期交換派遣研修の御礼

鶴岡高専の篠崎です。日頃色々と御世話になって
おります。今後私共の高橋和也君がインターアクト
の会員として海外派遣をさせて戴きました。実は1

月に静岡方面の研修旅行がありましたので、今年は
これで終りと思っておりましたが、色んな事情で急
に学生を推選してくれとのことで、私達のインター
アクトクラブで活躍している高橋君に決定しました。

海　外　研　修

3月13日に台湾の高雄空
港に着くと、九里ガバナー
はじめ、347地区の方々に

出迎えられ、澄清朝、春秋
闇、孔子廟とすぼらしい観
光地を案内していただきま
した。気温は28度というこ
とで、とても熱く、シャツ
一枚でも熱いのには、日本

から来た私達もびっくりし
ていました。

夕食は屏東市のレストランで、屏東地区のロータ
ーアクト会員の方々と一緒に中国料理をいただきま

した。理解できる共通の言葉は英語しかないので、
普段英会話をする機会などない私達にとって少し言
葉の壁の厚さを感じさせられたようでした。でも、
夕食後の歓迎パーティーでは、歌の交換や楽しいゲ
ーム等で盛り上がり、みんなうちとけあったようで

した。ホームステイ先は男女と分かれてクラブ会員
の方にお世話になりました。プールのあるすぼらし
い家で、おいしい果物をたくさんごちそうになり、

とてもよくしていただきました。
14日は仏教聖地である仏光山という所を見たり、

大きな湖に行って遊覧船に乗ったりと観光が主で、
屏東より北にある虎尾という所に移動しました。

15日は雲林工業専科学校という大きな学校で行な
われた、347地区の年会に参加しました。すごい人

鶴岡工業高等専門学校Ⅰ．A．C

顧問教師　篠　崎　孝　一　先生

御陰様で、10日間の研修の中で貴重な体験をして、
これからの人生に多く役立つと自分も感じて帰って

きたようです。

高橋君も4年に進級しましたが、これからもイン
ターアクトの為に活躍してもらうつもりでおります

ので、今後共よろしくお願い致します。
どうもありがとうございます。

を　終　え　て

鶴岡工業高等専門学校LA．C

会　長　高　橋　和　也　署

の数で体育館いっぱいになるほどでした。全部あち
らの言葉だったのでよく分かりませんでした。午後
からは八重仙や旧跡等見学し、夕食から斗六地区の
会員の方々と一緒になりました。このころになると
私も英語を大分使えるようになり、英会話を勉強し
ていてよかったと思いました。あちらの方々はみん
な積極的で楽しい人ばかりで、その日の夜は会員の
方の別荘で夜おそくまで話し込んでいました。ここ
では特に友達がたくさんできました。
16日は、観光バスを一台貸切で日月湖他色々な観

光地を見学し、夕食からは友達になったみんなとも
別れ、嘉義市に入りました。ここでは同年代の人と
の交流はなく、2，3人ずつに分かれて、クラブ会

員の方の家に宿泊しました。台湾では50才ぐらいよ
り年配の方々は日本語を話してくれるのでとても助
かりました。ここの家では日本間に泊めていただい
て、何だかとても落ちついたのは私だけではなかっ
たようでした。

17日、嘉義市政府、日本で言えば市役所に行き、
女性の市長に会いました。その後嘉義農業専科学校
の校舎だけを見て呉鳳成仁廟という所に行き、夜は
嘉義ロータリークラブの例会に参加し、台湾の先住
民と言われる高砂族についての話を聞くことができ
ました。
18日は台湾省立嘉義高級中学校を訪門し、生徒数

3，000人、クラス70、先生150人のいる朝会で紹介

され、コンピュータ室を見せてもらい、屋上の天望

＿十至■‡主‾∴㍉室



台へ行き、太陽の黒点を見せてもらいました。その
日の夕方に台南南ロータリーの例会に参加しました。
19日は台湾の歴史について大変勉強になりました。

tt台湾の父”と言われている鄭成功という人物がオ

ランダ人を追いはらったのが台湾の歴史の始まりで
あり、この人物はすぼらしい人物であるということ
を知りました。この人物にまつわる古跡を一日がか

りで案内していただき、夜は台南北ロータリーの例
会に参加しました。みなさん日本語を話してくれた
ので、日本にいるような感じがしました。
20日、高雄に戻り、輸出加工区を見学しました。

ここのねらいは、工業投資奨励を目的とし、諸税免

除の特徴を運用し、工業団地の中で原料と製品の輸
出入に関するすべての事務手続が簡素化されており、
即座に解決されるしくみとなっていると聞きました。

3月21日は台北の空港までバスで約4時間。みん
なとても疲れているみたいで、あまり元気がなく、
眠っている人がほとんどのようでした。

こうして、21日の夜11時頃山形につきました。

この研修旅行は私にとってとても勉強になり、良
い経験となりました。友達もたくさんできて、今の
ところ3人と手紙のやりとりも始まっています。

皆様のおかげでこのようなすぼらしい体験をさせ
ていただき、本当にありがとうございました。

（会長報告）　山。篤之助君
1．第5回クラブ協議会を先週21日に行いました。

各委員長の欠席が多く残念ながら過去最低の委員
会で行いました。然し乍ら活発なご発言があり、
残り2ケ月、最後の活動計画が無事終る事が出来
ます様、実のある協議会を行いました。

2．元会員の荘内水産株式会社社長大川喜一さんが
4月23日、86才のご高令でお亡くなりになりまし

た。クラブ規定に依りましてご香典をお供えし、
お悔みに行って参りました。大川さんは昭和44年
12月に入会され、50年6月に退会されてます。ご

冥福をお祈り致します。尚、お葬式が5月10日、
午後1時、新海町総穏寺で行われます。ご都合の
つく方はご参列下さい。

3．次週5月5日は子供の日で祝日です。例会が休
みとなりますのでお間違いのない様お願いします。

従いまして定例理事会を5月12日午前11時30分よ
り行います。理事、役員の万のご出席をお願いし
ます。

（幹事報告‾‾） 松田士郎署
○例会時間・場所変更のお知らせ

鶴岡西ロータリークラブ　5月8日（金）の例会
をもう宗汁例会の為

と　き　　5月8日（金）午後6時30分点鐘

場　所　陽田川温泉　七円旅館
登録料　　5，000円

○インターアクト地区協議会のご案内

日　時　　6月12日（金）～6月13日（土）

午後3時30分点鐘
会　場　　あつみ温泉　萬　国　屋
登録料　15，000円

O「よねやまだより」と財団法人ロータリー米山記

念奨学会寄付金納入明細表到着のお知らせ
○新会員の推せんに関する氏名発表

鈴木肇　鶴岡建設㈱代表取締役社長　土木建築
○高橋和也君が訪問されましたクラブのバナーを回

覧いたします。
嘉義市市長　　　　　　台南北R．C
嘉義北R．C　　　　　　高雄東ローターアクト
嘉義北ローターアクト
台南南区R．C
虎屋R．C

（二重）　飯野準冶君
5月第3週12日の例会は会員スピーチです。会員

の斎藤昭君です。楽しみにして待ってて下さい。

（親睦活動委員会）　関原幸司君
来る5月10日の家族会の温海町関川行には多数の

参加をお願い申し上げます。

（スマ　イ　ル‾＿〕

佐々木霊彦君　　5月1日宝蔵寺の祭典があり、獅
子舞いとソバを差し上げたいと思
っておりますので、9時に会議所

前に幼稚園のバスが迎えに行きま
すので多数の御参加を。

松田士郎君　　商工会議所主催の早朝完走マラソ
ン大会を私が委員長してから3年
目になりました。ロータリーメン
バーの山形日産、NTT、ダイエ
ーからスポンサーになってもらっ

ています。330人の参加をえて早

朝6時30分スタートで無事終了し
ました。これも皆様の企業から多
数の参加をえてのことです。感謝
をこめて。

上野三郎君　　会頭として同様です。
田中錦造君　　早朝マラソンに参加して無事完走

しましたので。時間は別です。
板垣広志君　早朝完走マラソンで従業員が5毎

で優勝しましたので。
佐藤　衛君　　兄が温海町議会選挙で当選させて

戴きまして。

（御　　　礼）
皆川光吉君　　先日の母の葬儀に対して。

「「「「「⊃
国立鶴岡工業高等専門学校

Ⅰ．A．C顧問教師　　篠崎孝一先生
国立鶴岡工業高等専門学校四年

LA．C会長　　　　高橋和也君

（ビ　ジ　タ　ー〕

山形南R．C　　茨木隆夫君
鶴岡西R．C　　三浦正志君．長南朋養君
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（会員スピーチ〕

私　　　　の

私が現職の時代に考え、

これを実行したものがあり

その思い出のひとつに現在

の肉牛があります。

ご存知の通り、庄内地方

は米の単作地帯で優良米の

産地であります。従って畜

産事業はあまり盛んではな

く、戦前戦後を通して養豚事業は割合発展しており、

特に砂丘地帯を中心にいも養豚がありました。和牛

は若干飼育されておりましたが、馬が中心で農耕用

さらには軍馬の育成地としても盛んでありました。

和牛は戦後昭和23年頃からで、25年の有畜農家創設

事業資金として、国から貸出され、これが機会に当

時で役用、有機質肥料の生産も合せ、繁殖用牛とし

て、中国地方（鳥取、島根、岡山県）から導入され

たものです。しかし反面、庄内には養豚の技術者は

比較的多く、改良その他他かなり進んだものがあり

ました。

和牛の技術者は全くといってよいぐらいに技術者

はなく、県庁からわざわざ指導に来る状態であり、

これを見て私は何んとか和牛の技術者になり、和牛

を庄内地方に定着出来ないものかと思い取り組んだ

次第です。そうはいっても技術者になるためには新

ためて遺伝学、改良学、審査方法等、やりなおす必

要があり、これが大変でありました。

随　　　　想

斎　藤　　　　昭　署

特に審査員になるには審査眼の統一、さらに認定

試験に合格しなければなりませんでした。当時は島

根県太田市に中国農業試験場がその試験会場であり、

改良学に対する小論文、現物審査の採点、さらには

試門があり、幸い合格して、庄内には一人でありま

した。その後はなかなか技術者がなく、現在も苦労

されているようです。

審査は子をとる繁殖牛の審査のことで、改良に結

びつくもので、外貌、血統、能力、産子成績等の良

否、優劣を見分け良いものを残して、悪いものを淘

汰し適切な交配を行い、親よりは子、子よりは孫と

代を重ねるに従って向上させてゆくことです。外貌

審査はその牛の大小、発育の良否とか、体型、資質

の優劣を判定するものです。審査は、大先輩からよ

く牛の欠点は割合わかるが、そればかり目につき美

点を鬼だすのはなかなかできないものです。美点を

みだすようになればまあまあひとり前といわれたも

のです。審査には審査標準なるものがあり、理想的

なものはどうあるべきかを頭に入れ、一日一日10～

50頭も審査する日が続き、寝てもさめても牛の姿が

眼についたものです。昭和20年～30年前半までは、

よくバスを利用し移動致しましたので、バスの中で

車掌をみれば同僚とよく車掌を採点したものです。

あの顔はどう、尻は、胸は、といった具合に審査し

ながら次の会場に移動したものです。

審査標準は二つの役目を持って、一つは品種の改



良目標を示す役目、もう一つは牛を改良してゆくた

めの選抜の尺度であります。

標準は9部位からなっています。これはともあれ

牛の中にも実年といわれる艮牛がおり、大体顔を見

ると判断されたものです。

そのひとつにこんな言葉があります。

黒毛和種（和牛）

天角、地顔、鼻垂れて、一票鹿頭、耳小、

歯違う

天角とは角の形状のこと、地顔とは牛の性質を現

している。鼻垂れて、健康状態常に鼻鏡がぬれてい

る状態、一票鹿頭、黒牛（和牛）であるために黒一

色が良い。頭は鹿の頭のようにキリッとしまったも

の。耳小、耳は大きからずやや小さめのものが良いっ

歯違う、牛は四つ胃があり、休んでいるときはかみ

かえすのが良い牛である。

また標別の方法としては、人間は指紋があるが、

牛は鼻紋で標別されます。

審査は客観的に公正にしなければなりません。特

に登録審査はその審査得点により軽済価値の判定に

もなります。各地共進会において終了後上位入賞牛

の短評を申し上げるのも、最初のうちはどのように

申し上げればよいのかまったくわからず、皆さんの

前でしどろもどろが何回もありました。常に「一心

正しければ、両眼明かなり」の格言を思い出しなが

ら対応致したことが思い出された次第です。

⊂㌢盲‾‾報吏‾）
山口篤之助署

1．本日第11回定例理事会を開催し、議決事項を申

し上げます。

㊤　新入会員の富田直治さんと鈴木肇さんの委員

会所属をS．A．Aにお願い致します。

④　6月最終例会が30日の月末ですので、時間変

更して午後6時30分より産業会館5階で行いま

す。細部は後日改めて発表いたします。

2．元会員西海正一さんが去る5月5日午後2時45

分、入院先の荘内病院で腸癌の為ご逝去されまし

た。慎んでご冥福をお祈り申し上げます。

西海さんは昭和51年9月22日入会、56年6月30

日に陛康を害され退会されました。規定に依りま

してご香典をお供えしお悔みに行って参りました。

3．去る5月10日、親睦委員会恒例の家族会を関川

の金沢屋で行われ、26名の方々が参加され、晴天

に恵まれ楽しい一日を過しました。

師つ　松田士郎君
○例会日・時間・場所変更のお知らせ

1．酒田R．C　5月13日（水）の例会はインター

アクトクラブ北ブロック大会の為

日　時　5月10日（日）午前9時点鐘

場　所　酒田市立中央高等学校

2．温海R．C　5月18日（月）の例会を座禅会並

び山菜がりの為

日　時　5月18日（月）12時点鐘

場　所　「光慶寺」　木の俣

登録料　　3，000円

親睦会は関川．金沢屋

○会報到着のお知らせ

鹿児島西R．C、東京R．C

O白鷹ロータリークラブより20年のあゆみ到着のお

知らせ

○立川R．C鶴巻鉄也さんより火災見舞のお礼状到着

○ガバナー月信第11号の誤字訂正のお知らせ

（会報にて）

〔享員会報告‾〕

（j‾‾席委員会）佐藤　衛君

（1）年間皆出席

12年間皆出席　　山口篤之助君

10　　〝　　　　石川寿男君

4　　〝　　　　松田士郎君

（2）4月100％以上出席　　2名

275％　　張　紹淵君

125％　　板垣広志君



（3）4月100％出席　　49名

阿蘇．藤川．布施．平出．飯白．石井．石川．石

黒．市川．飯野．小池．小松．山本．三井（賢）．

迎田．松田．松山．中江．中野．中沢．斎藤（隆）．

佐藤（忠）．佐藤（噸）．佐藤（衛）．佐藤（友）．佐藤

（元）．新穂．菅原．鈴木（弥）．佐古田．関原．庄

司．佐々木．鈴木（善）．斎藤（昭）．高橋．丹下．

手塚（林）．高田．手塚（拓）．塚原．思鉢．内山．

碓氷．若生．山口．吉野．笹原（信）．毛呂

⊂垂準活動委員会〕

（1）5月会員誕生

阿部与十郎君．板垣広志君

市川輝雄君．迎田　　稔君

諸橋政積君．松田士郎君

佐藤友吉君

（2）5月奥様誕生

石黒　　常様．板垣喜美子様

黒谷貞子様．松田一枝様

上野和子様．碓氷繁子様

山ロマサヰ　様

（垂二二）佐藤元伸看
富田直治君　　日本生命鶴岡支部長

生年月日　　昭和26年2月15日

家　　族　　妻．長女（小6）．長男（小5）

二男（小1）

出身地　　静岡県長泉町

趣味嗜好　　ゴルフ、カラオケ、音楽鑑賞

酒、タバコ　（柔道二段）

（二重亘亘車重つ　富。直治署

只今御紹介いただきまし

た富田でございます。R．C

の入会は初めてで大変に光

栄に思っております。

鶴岡に参って約一ケ月、

やっと言葉にも慣れつつあ

ります。静岡県を出てtt初

めての町”と言う事で、第

2の故郷になるのではないかと思っております。皆

様方の御指導をいただきながら、R．Cの意にそう活

動をさせていただきます。宜しくお願い致します。

⊂吏会員紹五つ　新穂光＿郎君

鈴木　肇君　鶴岡建設㈱代表取締役社長

生年月日　　昭和5年5月4日

家　　族　　妻、父、母

趣　　味　　釣

特　　技　　スキー

（画）鈴木　肇君
只今御紹介いただきまし

た鈴木肇でございます。皆

様の御好意によりR．Cに入

会させていただき感謝申し

上げます。皆様方より御指

導いただきながら、R．Cの

意にそう活動をさせていた

だきます。宜しくお願いい

たします。

又、前社長の葬儀の際は、皆様方より多大な御厚

志を賜りました事に対し、この場を借りまして厚く

御礼申し上げます。

⊂車型攣撃つ　中江　亮署
新しいクラブを創る所謂クラブ拡大委員会の第4

回会合を、キーメンバーになっていただく方の中9

人を含めて19名で、午後6時30分から8時30分迄、

非常に熱j山こ討議をしたのでありますが、ロータリ

ーに対するあらゆる質問に鶴岡・鶴岡西岡クラブの

会員が懇切丁寧に説明をされたおかげで、ロータリ

ークラブとは金持、ひま人の飯喰いの場であるとい

う誤解がすっかり解けて、深い理解にまで持って行

った事は大きい収穫だったと思います。中には遅き

に突したと云う方もおられた事に、我々委員は早期

設立に強い自信を持ち、気を強くした次第でありま

す。クラブの皆様に今後もその都度詳細をご報告申

し上げるつもりでありますが、折角芽生えた新しい



ロータリークラブの結成に、スポンサークラブの一

員として格段のご協力を心からお願いします。

どうぞ立派な方をどしどし推薦して下さい。

（ぉ詫びと訂正）

○ガバナー月信第11号の誤字訂正について

先にご送付申し上げました表記月信中、『い

よいよ春の訪れ』ガバナー九里茂三の文中、中

段13行目の国際ロータリー会長代理御三人のお

名前に誤植がありましたので、謹んで訂正致し

ます。

（朴喜圭・呉在環・金永緻）は、

（朴善圭・呉在瑞・金永微）に訂正

なお、16行目の呉在玲氏は、呉在環氏の誤り

でした。校正の不備をお詫び致します。

4月30日

国際ロータリー第253地区ガバナー

九　里　茂　三

各　　位

○会報委員会より

第1405回会報中、ゲストスピーカー日本ユネス

コ協会連盟理事長伊藤昇氏を伊藤実氏に誤って記

載されておりますので、謹んでお詫び申しあげ、

訂正致します。

（ス　マ　イ　ル〕

風間勇一君　　5月1日付で鶴岡市に本格的なコ

ンピューターソフトウエア会社

「セパック」（SEBAC）を設立し

5月11日より業務を開始出来て。

佐藤友吉君　山形県建設業協会鶴岡支部の役員

改選に於て理事に任命されて。

佐藤　衛君　　私の兄が同理事に任命されて。

鈴木　肇君　　私も同理事に任命されて。

佐古田義明君　　4月30日、3人目の女の子が無事

生まれて。

松山俊三君　　私の仲間富田君がR．Cに入会して。

鈴木弥一郎君　　5月1日、会員の佐々木君の御案

内で松山町の宝蔵寺を4～5名の

会員で訪問出来、好天にも恵まれ

境内の美しき等、美味い食物等で

一日楽しく過ごせて。

斎藤　昭君　　同じく楽しい一日を過ごせて。

佐藤　衛君　　同じく、ソバを美味くいただき、

又、山野草が大変美しかったので。

阿蘇司朗君　　同じく楽しい一日を過ごせて。

佐々木詰彦君　　4月29日、鶴岡市に新しく少年野

球の佐々木杯が設立され、第1回

大会で私のチームが優勝出来て。

佐藤元伸君　　先日の親睦家族会で山菜とりの予

定が急に釣堀センター行きに変わ

り、大漁出来て。

阿部与十郎君　　来る5月18・19日、日本観光旅館

連盟新潟支部の役員会総会が当亀

屋ホテルで開催する事と、長い間

当会を御無沙汰致して。

布施隆夫君　　新形町に引越した直後で、毎回参

加している親睦家族会を欠席して。

三井　陛君　　先日の押事会に於て出席規定を免

除させていただき。

田中錦造君　　今日配布されたロータリーの友の

27貢に6ケ月前に投稿した記事が

掲載されて。

山口篤之助君　　同じく私の写真が載っていて。

（ビ　ジ　タ二〕

鶴岡西R．C　　加藤有倫君．佐藤　　拡君
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（会長報畠‾）
山口篤之助君

1．次年度会長吉野さん他7名の方々、去る5月16

～17日、地区協議会にご出席され大へんご苦労様

でした。帰りは交通渋滞の為ですか、夜の10時半

頃着いたとの事でした。

2．来る5月22日より3日間、253地区の第8回ラ

イラ研修会が飯豊町添川の飯豊少年自然の家で行

われます。当クラブよりは青少年奉仕委員長の塚

原初男さんと皆川光吉さんの娘さんの皆川英子さ

んが参加され、親睦と研究をして参ります。

（幹事報告） 松田士郎署
○例会時間・場所変更のお知らせ

5月29日（金）の例会を第5例会のため

5月29日（金）午後6時30分点鐘

場　所　三幸寿司

登録料　　3，000円

○いなほ作業所だより「第17号」到着のお知らせ

回覧中

○元会員、西海正一氏葬儀のお礼状が到着してます。

次年度地区協議会出席報告

会長エレクト

吉野　　勲宕
5月16日、17日の2日間、地区協議会が会津若松

市芦の牧温泉丸峰観光ホテルで行われ出席して参り

ました。

第1日目は会長幹事会ということで、私と板垣幹

事共々朝早く鶴岡を出まして、新緑したたる素晴ら

しい景色を見ながら越後路より福島県に入り、6時

間のドライブをたのしみながら2時すぎ到着、3時

点鐘。型どおりのセレモニーがあり九里ガバナー、

志藤G・Nの挨拶と続き、地区決算見通しの報告、次

期予算案の可決、又、地区納入金の説明があり、会

報コンクールの表彰、最優秀賞には寒河江R．Cが選

ばれ、続いて郷土芸能のアトラクション、懇親会と

続き一日目が終りました。第2日目に出席される方

方が午後7時半頃に芦の牧に到着、中江、藤川、佐

藤衛、佐藤元伸、飯野、阿蘇各氏と合流、ホテルで

夕食を共にしながら楽しいミーティングの中に第1

日目は無事終了しました。

第2日目は午前9時より本会議があり、丸里ガバ

ナーの挨拶、続いて志藤G．Nより「共に奉仕する我

我の年度」ということでお話しがあり、10時40分よ

り今度は各分科会ごとに別れまして勉強会に入りま

した。私は会長部会ということで、Gが志藤先生が

リーダーで、吉田仁G．N、菊地昭司ホストクラブ会

長さんが副リーダーということで行われました。

次年度のガバナー．ノミニーの基本方針として、

まず四本の柱の発表がありました。

①　会員増強運動の積極化…会員純増3名以上

会員の増加によりクラブの活性化を図り、単に

R．C発展存続のためということでなく、ロータリ

ーの目的がロータリーの精神を体得した人を一人

でも多く作り、住みよい社会を築くことにするな

ら、ロータリーはとどまることなく、会員増強と

拡大を実践し続けていかなくてほならな仁という

事でした。

④　職業による奉仕の徹底

自己の職業に誇りと責任を自覚し、その向上を

図るということでした。

④　ロータリー財団への協力

ポリオ・プラス計画への積極的参加、地区平均
一人当り5，000円の支援…当クラブでも継続事業

になって居りますので次年度もよろしくご協力を

お願いいたしたいと思います。

④　広報活動の充実

内部情報の充実と外部広報の重要性の認識∵ロ
ータリーの目的と活動を広く地域社会に知らせる



ために報道機関に依る広報や、その他の適切な情

報伝達機関を利用することによって地域社会への

浸透をはかることが大切であるということでした。

最後に一日5分間をロータリーのための時間を作

って家族、社員、地域社会に対してロータリアンら

しい小さな親切、善意を実践出来たかどうかについ

て、5分間を床に就いてその日の反省をする時間を

作って下さいとのお話しがあり、非常に感銘をうけ

た実践方法だと思います。

尚、次年度の公式訪問の日程と年次大会の日程が

決定いたしておりますので、手帳にでもお控えおき

下さい。

公式訪門　　8月25日（火）

年次大会　　9月26日（土）．27日（日）

分科会終了後再び本会議に移り、各分科会の報告

があり、本会議の終了時間は午後4時となって居り

ましたが、帰りの交通事情を考え午後2時半に出発、

P．G石黒先生にもご一緒させて頂き、日曜日の午後

と雨のため車の渋滞がひどく、鶴岡へは全員無事午

後10時すぎ到着いたしました。

自動車をご提供頂きました佐藤衛さん、佐藤元伸

さん、飯野準治さん、加えて素晴らしい名ドライバ
ー藤川さん、本当に有難うございました。いよいよ

迫ってきた年度に不安で一杯ですが、会員みなさん

の絶大なるお力添えを頂きながら、その責を全うし

て参りたいと考えますので、今から宜敷く私の年度

にもご指導とお力をお貸し下さいます様お願い申し

上げ、地区協議会への出席報告といたします。

魔財　団　部　会

中江　　亮署

田中善六P．Gが具体例をあげてロータリー財団の

必要性を強調された後、

○渡辺庄一副リーダーが財団奨学生のことについて

説明があった。当クラブから推せんした優秀な奨

学生候補が不合格になった例があったので、耳を

傾けて真面目に聴いたのですが、最近非常に厳し

くなってきた様であります。即ち、学力、会長面

接、ロータリーへの理解度、国際情勢に対する認

識、将来指導者としての素質、帰国後の義務（誓

約）等かなりきびしい地区試験が行われています。

特にR．Ⅰ財団が公認している外国語学力検定のテ

ストを必らず受けること等々・…‥今年の地区締切

日は5月31日、地区試験日は7月11日～、10月R

I送付、今年の合格者10名のオリエンテーション

6月2日。

○鈴木典夫副リーダーがポリオ．プラスについて説

明されましたが、100万人の全世界のロータリア

ンに対して200億円の割当でありますが、日本に

対してはその20％の40億を要請しています。その

内訳はロータリアン分約20億円、日本の大企業か

ら20億円ということです。このR．Ⅰの事業に対し

てI ServeであるかWe Serveであるかの議論

がかなり出ましたが、説明者の話ではR．Ⅰとして

は延350万人という小児患者を世界からなくすた

めの例外的な行動であるから協力してほしいとの

事でありました。

免税措置、ポール．ハリス．フェロー、準フェロ

ーの適用等詳しいことは、後日整理した上、幹事さ

んにお渡ししますから、関係委員会の方は事務局に

お問い合せ下さい。

囲会員増強部会

佐藤　　衛君

G．N志藤和夫さんより地区運営基本方針4点はど

示されましたが、そのTOPが会員増強ということ

でありました。

ロータリーは限りなく前進しなければならないと

いう事で、会員増強には特に力を入れ、地区内86ク

ラブ全クラブ純増目標3名という事でした。（従来

のように％でないので当クラブのように比較的大き

なクラブは容易なように思われます。）

分科会はリーダーに郡山の作田P．G、副リーダー

に酒田R．C伊藤政一さん、天童R．C野川勝二さんが

あたり、進行を努めました。午前中はり一ダー作田

P．Gの会員増強総論、伊藤副リーダーの内部拡大、

野川副リーダーの外部拡大についてお話があり、午

後は各分区毎に別れてパネルディスカッション方式

で討議、その結果をまとめて分区ごとに発表、それ

に対しリーダーの解答、まとめという事でした。

各分区より色々発表がありましたが、G．Nの基本

方針である会員増強には全クラブ協力し、3名の会

員増にも努力するという力強いお話でした。又、入

会する会員よりも退会する会員をなくする事が一番

大事だというお話もありました。その他質と量、不

況時の会員増強は如何にあるべきか等、色々発表が

ありましたが、最後は時間がなく、時間切れといっ

た感じでした。

今回の会議に参加して感じた事ですが、他のクラ

ブからは若い新入会員の方が大勢参加し熱心に勉強

をしておったようです。その点鶴岡R．Cは少し寂し

い感じがしました。
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当クラブはチャーターメンバーが2人の方と聞い

ておりますが、現在は79名の会員を擁するクラブに

成長しております。これも先輩会員の会員増強の努

力があったればこそと思い、先輩会員に敬意を表す

ると共に、次年度委員長として出来る限りの努力を

したいと思います。

園国際奉仕部会

阿蘇司朗君

1．1987年～1988年度第253地区運営基本方針

口一夕リー財団への協力としてポリオ．プラス

計画への積極的参加

あと4年間、人道的な立場からお願いしたい‥・

テレホンカードの件もよろしく。

2．青少年交換

従来のアメリカ、オーストラリア、フィリピン

に加えカナダを決定した。この交換に関しては事

前、事後の報告をしっかりもってはしいという各

地からの要望でした。

3．来期はインターアクト、ローターアクトの範囲

内で短期青少年交換の為に台湾より派遣されるの

で、よろしくご指導下さい。7月12日から10日間

ということです。ホームスティーとなりますので

お願いの際は快くお引受け下さい。

感想として……

㊤　聞きなれない言葉、略語が出て来るのでとまど

った。もっと事前の勉強をしていくべきだった。

㊤　委員長として出席するのだから、過去国際奉仕

部門の一員か、又は関連性を持った人が立場上ベ

ターのように思える。

④　したがって、あなたの地区での活動、やられて

きた現状からの感想、疑問に思うこと、何か質問

は？　と言われても、素人が玄人の集団会議に出

席したみたいで心せまかった。

④　来期まであと1ケ月余り、先輩から教えていた

だき少しでも国際の道の入口あたりまで行きたく

思います。

最後に10分位で行動計画の立案用紙を渡され、書

いて下さいということで戸惑いましたが、何とか書

くだけは書いて来ました。これは返してもらって釆

ましたので、ゆっくり検討します。

園クラブ奉仕部会

藤川享胤君

リーダー斎藤利世P．G、副リーダー郡山南分区代

理土屋繁一さん、この方が出席の方を担当して下さ

いまして、もう一人米沢地区公報委員会小委員長で

あります虎井義明さんが公報について色々アドバイ

スをして下さいました。アドバイザーとしてロータ

リーの友事務所長の川崎覚太郎さんが特別に御助言

を戴きました。二つの大きな点、公報とそれから出

席と言う事について討議を致しました。ロータリー

の事をより以上理解してもらう為に内外に公報活動

を充分に展開してもらいたいという事でありました。

外部に対しましては、例えば公報委員は各クラブの

各委員会の事業計画を良く知っている事、それから

各委員会は事業計画を立てるに当って、マスコミ受

けの知る様な事業を考える事、世間が飛び付きそう

な話題を考え、その中にロータリー精神を旨く溶け

込ませる様にする事、ロータリーの友やニュース性

のあるクラブ会報を銀行、病院、記者クラブ、市町

の公報等に毎月届ける様にしてもらいたい。取材し

てもらいやすいように工夫する。例えば桜の苗木を

寄贈する場合でも、地元の少年隊に食事してもらえ

ば、記事に取り上げやすいという様な、15に亘る色

んなアドバイスを戴きました。続きまして、これは

地区内で始めてだそうでありますが、先程回覧致し

ました会報コンクールを致しまして、寒河江クラブ

の会報が最優秀、それから山形クラブを始めと致し

まして、山形の4クラブが優秀クラブとして表彰を

受けました。会報のうまい作り方としては、ボンと

3つをあげて下さいました。記事がバラェティーで

あるという事、会員以外が読んでもおもしろいかど

うか、これが非常にむづかしいそうであります。そ

れから会員の家族の記事をなるだけ入れるようにと

の御注文でありました。なお、6月のロータリーの

友に石黒P．Gの卓話と253地区年次大会の老人間題

のパネルディスカッションの記事が掲戴されますの

で、どうぞ御覧下さいとの事でした。続きまして出

席率の問題であります。各クラブ共大きな問題であ

りますが、如何にして出席率の向上を計る事が出来

るかと言う事で、全国に約250出席率100％のクラ

ブがあるそうであります。この100％出席クラブに

公開質問状を現ガバナーの名前で出しました。それ

に返答が釆まして、約60ですが、色んなものがあり

ますので、ピックアップしたものを少しお読み致し

ます。只今新たに会員を入会させる場合、例会には

必ず出席する事が義務である事を、これを前提に話

す。新入会員が入会をした場合、会長・幹事・ロー

タリー情報委員で会員夫妻を料亭に招待し、夫婦共

共ロータリーに協力してくれるよう説明する。クラ

ブには正規の委員会の他に同好会を沢山つくり、同



好会を通して親睦を深める。囲碁、将棋、マージャ

ン、ゴルフ、釣等であります。

新入会員が入ると、情報委員や推薦会員が近くの

クラブに連れて行く。メークアップの方法を教えて、

特に第1回目の欠席の時には推薦会員が同行してメ
ークアップの場所に連れて行く。その様な色んな回

答が約65に亘って返って来たそうであります。良い

所をピックアップして参考にして戴ければ幸いです。

（ス　マ　イ　ル）

石井敬三君

去る17日、日曜日に東京芝のプリンスホテル

に於いて、うちの娘が名古屋の人と結婚しまし

た。17日は雨でして、膚寒い様な日でしたけれ

ども、大安と日曜が重なった日だったものです

から、大変会場も12組も結婚式がありまして、

非常に華やいだ空気でありました。只、一人娘

を嫁にやる親としましては、そう御目出度い事

ばかりではなくて、心情的には一寸淋しい感じ

で御座居ました。ともあれ目出度い事ですので。

高橋良士君

先週の月曜ですけれども、皆様方御存知かと

思いますが、今度18年振りで鶴岡市名誉市民が

推戴されました。一名は95才の御高齢の大海欽

哉先生で御座居ます。御存知の様に大瀬先生は

約半世紀に亘りまして、鶴岡に係わる郷土史の

研究に心血を注がれた方で御座居ます。後の一

名は私の親戚で御座居まして、国立ガンセンタ
ー総長の杉村隆博士で御座居ます。杉村博士は

53年に文化勲章を受章致しまして、文字通りガ

ン研究の世界的な権威で御座居ます。御推薦戴

きました関係各位に感謝申し上げます。それに

もうーっ生憎協議会が17日御座居ましたけれど

も、この推戴式関連事業の為に欠席を致しまし

た。大変迷惑をお掛け致しました。藤川さんに

かわりに出席して戴きました。感謝とお詫びを

含めて。

佐藤　衛君

5月13日東北電力の鶴岡営業所の新築落成式

が御座居まして、電気機械設備工事を東北電気

工事さんが工事を行いまして表彰されておりま

す。鶴岡営業所長の村中さんが用事で早退され

ておりますので、スマイルをお預りしておりま

す。建築工事の方は大手の清水建設さんと当ク

ラブ会員の佐藤工務店さんと私共の会社で共同

企業体形式で御世話になりまして、それぞれ感

謝状を受けて表彰されております。佐藤友吉さ

んも用事で早退しております。スマイルをお預

りしておりますので一緒にスマイルさせて戴き

ます。それから私共5月11日の日も第5学区防

災コミュニティーセンター新築落成式が御座居

まして、合せて。

山口篤之助君

去る5月9日に内孫の女の子が生れましたの

で。

佐々木嘉彦君

思わぬ副収入が入りましたので。準フェロー

の送金を致しましたら円高のお蔭で1，000円返

ってまいりましたので。

張　紹淵君
ロータリー情報の委員の一人ですが、ファイ

ヤー．サイド．ミーティングに是非皆んな出て

下さい。私が私用でどうしても出られないので。

もう一つ皆様口一夕リー情報として、見ると景

気が良い様ですけれども、中味はどうであるか

と言う事、どういうふうにやっているかと言う

事、ロータリーは職業奉仕と言う事が大変大切

な事ですから、再度の点検をお願いします。そ

れにもう一つ、会員がだんだん増えてきました

が、ことにお年寄りの方が顔を覚えているけれ

ども名前が出てこない。どのクラブでもラスタ

ー写真の付いた名簿がある。是非引続いて理事

会に計って宜しくお願いしたくて。

鈴木茂男君

先日、当クラブの石川さんが会長をなさって

いる北涛会の釣ツアーに同行して、大変お世話

になりましたので。

（ビ　ジ　タ　ー）

鶴岡西R．C　　中村　紘君

足達一見君

野口　　弥君

古川暢一君

机同士日夕り－クラブ創、　十冊日二H b〔）　承　認　昭和34　b　訂　告：う地区

小首奇　人J tl】′上岡1盲f′UJ場勘　　矧緋軋1二会議所l　　′宣　川1（）2：う5し封・7711
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機　械　の　健　康　診　断

鶴岡工業高等専門学校機械工学科　赤　垣　友　治　氏

（ゲストスピーチ）

機械とは、必ず動くもの

であるから、必然的に金属

同志がこすれあうことにな

る。その結果、摩擦と摩耗

を生ずる。摩擦が大きけれ

ば、機械を動かすために大

きな力を必要とするし、ま

た発熱の問題も生ずる。一

方、摩耗が大きければ、機械の寿命が短いというこ

とになる。従って、機械が正常に作動し、長期にわ

たって使用されるためには、摺動部分の摩擦と摩耗

が小さいことが望ましい。現状においては、潤滑油

を用いて、摩擦と摩耗の軽減をはかっている。機械

においては、その摺動部分が命である。もし、摺動

部分に異常が発生すれば、その機械は正常に作動し

なくなり、故障、破損へとつながるからである。た

とえば、航空機のジェットエンジンや発動機用ター

ビン等の異常や故障は、大事故につながる。そのた

めに、定期的に厳しい検査が行なわれている（定期

的な健康診断）。しかし、この健康診断では、複雑

かつコンパクトに作られている近年の機械に対して

分解、点検に長時間を要し、またコストアップにも

つながる。

近年、新しい機械の健康診断の手法が提案された

（予防保全としての健康診断）。人間の場合、血液

を検査することによって健康状態を調べることがで

きる。また、尿の検査によって腎臓の状態を調べる

ことができる。これは、血液や尿の中に、人間の健

康状態に関する情報が多数含まれているからである。

機械の場合、血液や尿に相当するものが潤滑油であ

り、これに含まれている情報を正確にひき出し、分

析することによって、機械の健康診断が可能となる。

機械においては、常時、摩耗が進行しており、摺動

部分の摩耗状態（陸康状態）を示す証拠となる摩耗

粒子を潤滑油中から磁気的に分離し、分析すること

によって、機械の健康診断を行なうことができる。

この手法は、1970年代にアメリカで開発され、フェ

ログラフイと呼ばれる。摩耗粒子が示す情報には、

（1）、形状（2）、寸法、色（3）、発生量などがある。

機械の異常の種類に応じて、特徴的なタイプの摩耗

粒子が発生し、異常の程度に応じて、大きさや発生

量が変化する。したがって、これらの情報を迅速に

知ることにより、その機械の健康状態、故障箇所、

故障時期を知ることができる。

摩耗粒子の形状は、フイルム状、薄片状、ブロッ

ク状、切粉状、微粒子状、ポリマー状等に分けられ

る。また、その大きさは、16‾3～1（P〟（1／‘＝lJ3

m）の範囲にある。正常に作動している機械におい

ては、15〟以下のフイルム状摩耗粒子が発生する。

軽い焼付きを経験すると、20／‘以下の薄兵状やブロ

ック状摩耗粒子が多量に発生し、高度の焼付きにお

いては、100〟以上のものが多量に発生する。摺動



部分に硬い異物が混入すれば、切粉状摩耗粒子が発

生し、極めて摩耗率の高い状態であることを示す。

球状摩耗粒子は、疲労破壊の前兆となるもので、こ

の摩耗粒子の発生は、機械の危険信号である。また

表面がデンドライト組織をした球状摩耗粒子（粒径

20〟以上）は、溶融、凝固により生成されたもので、

摺動部分の潤滑状態が非常に悪いことを示すもので

ある。

以上、簡単に述べた様に、異常の種類と摩耗粒子

のもつ情報との間には、対応関係があることがわか

る。しかし、現段階において、この健康診断法は、

まだ研究途上にある。世の中は、定期保全から予防

保全へと機械が常時、健康診断をうける時代に入っ

た。今後、摩耗粒子の観点から機械の健康診断を正

確に行なうためには、多くの臨床データ（実機デー

タ）と基礎データが必要であると考えられる。

今後、更に研究が進むにつれて、正確かつ迅速な

健康診断が出来るようになると信じている。

最後に、ロータリークラブにお招きいただき、こ

のようなスピーチの機会を与えて下さいましたこと

に心から感謝いたします。

「套長報告）
山口篤之助署

1．財団奨学生の希望申請が書類でありましたので

先週19日、例会終了後臨時理事会を開催致し書類

の検討審査をしたところ、出席全理事が推薦を承

認されました。その後本人に連絡し、去る5月23

日（土）午後4時より国際奉仕委員長の中江さん

と財団委員長の手塚さんと私で面接致しました。

大変真面目で英語も良く出来る様で申請を受付け、

推薦致す事に決定致しました。

須田理恵子　昭和41年3月10日生

鶴岡市城北町1－30

父．須田一義　コンマ農機具販売専務

現住所　山形市七日町1－4－4

鶴岡北高校卒業（昭和59年3月）

現在は山形大学農業経済学

（昭和63年3月卒業見込）

2．会員菅原辰吉さんの奥様和子様が先週火曜日19

日午前11時41分、肝不全の為入院先の病院でお亡

くなりになりました。慎んでお悔み申し上げます。

お葬式が22日三和町蓮台院で行われました。クラ

ブを代表して葬儀に参列して参りました。又、七

日法要にも参列致しました。

〔幹事報告〕
松田士郎君

1．例会時間・場所変更のお知らせ

（1）立J‖R．C

6月11日（木）の例会を創立記念例会の為

6月11日（木）午後6時30分点鐘

場　所　庄内ドライブイン

登録料　　4，000円

（2）八幡R．C

5月30日（土）の例会を孟宗汁例会の為

5月30日（土）午後6時30分点鐘

場　所　普　門　院

登録料　　3，500円

2．庄内分区現・次期会長・幹事・事務局会議開催

のご案内

日　時　　6月10日（水）～11日（木）1泊

午後3時30分

会　場　湯の浜温泉　ビューホテル

会　費　12，000円

3．鶴岡市青少年育成市民会議開催のお知らせ

日　時　　6月4日（木）　午後1時30分

場　所　市役所201会議室

4．国際口一夕リー第253地区ガバナー．ノミニー

志藤和夫さんより地区協議会のお礼が到着。

回覧中

5．元会員加藤和一さんよりお便りが参っておりま

す。　回覧中

6．地区協議会の禾報告者は原稿を会報委員会まで

提出お願いします。会報掲載により報告に替えま

す。



〔ご　＿＿挨‾一宮つ
菅原辰吉君

貴重な時間をお借りし、私事で恐縮ですが一言御

礼申し上げます。

此度、妻の不幸に際しましてはお心遣い頂きあり

がとうございました。R．Cからは多額の香典、葬儀

には多数のご会葬、弔電等頂き厚く御礼申し上げま

す。亡き妻もさだめしあの世から皆様のご厚情に対

し深く感謝しているものと思います。

ありがとうございました。

（次由哀事癒盲⊃
板垣広志署

1．次年度所属委員会名簿の最終判をお届け致しま

す。

2．次年度の各委員会毎の活動計画書を6月16日開

催の今年度・次年度の合同クラブ協議会までに提

出して下さい。

次年度地区協議会出席報告

日　時　昭和62年5月17日

場　所　会津若松市芦ノ牧温泉

社会奉仕部会報告書

リーダー　　石黒慶之助P．G

副り一ダー　村上七五三夫G．N

（1989～1990）

佐　藤　　倍（福島南R．C）

始めに石黒リーダーより下記についてスピー

チがあり、その後討論に入る。

1．地域社会のニーズに応えているか。

2．スマイルボックスの活用による社会奉仕

活動……スマイル会計は奉仕活動以外に流

用しない事。

3．社会環境や公害等についての問題につい

て。

4．青少年問題についで…‥ローターアクト

委員会は社会奉仕委員会に所属する事。

5．奉仕活動は原則的に個人奉仕に依って行

われるべきである。

討論内容

1．ポリオ寄附について

1人当り5，000円という半強制的な割当

は本来の姿ではないが、現実に困ってい

るので協力してもらいたいとの事でした。

2．ローターアクトクラブの現状について

福島地区9クラブ、山形地区4クラブ（庄

内地区1クラブ）合計13クラブである。

当クラブの状況報告を求められ、休眠状

況であると報告する。

3．老人問題について・・・老令化社会に向って

・日の当らない老人について考える。

・行政担当者より問題点を聞く機会を作る。

・その他各クラブより活動事例報告

1．ゲートボール大会への援助、カップ

など。

2．ホームヘルパーの表彰、スピーチ。

3．上山クラブ　個人的に老人ホーム建

設予定（5万坪規模位）

報告者　佐藤元伸署

（ス　マ　イ　ノ㌧〕

皆川光吉君　　去る5月23～25日、第253地区ラ

イラ研修会に娘が参加させて頂き

貴重な体験をしたこと。

松田士郎君　　昨日25日は誕生日であると同時に

天神まつりにおいて、独眼流政宗

の大役を仰せつかり街中を一巡、

気分の良い思いをしたので。

小池繁治君　　天神まつりの仮装で街をねり歩き

健康にも役に立ったことにより。

ロータリー財団募金

7．219　円



〔互＿　ス　丁つ

鶴岡工業高等専門学校機械工学科

赤　垣　友　治　先生

し二二」」二二）

酒田東R．C　　広頼敏勝君

立川R．C　　　滝　　禅源君

鶴岡西R．C　　斎藤喜一君．三浦正志君

菅原幸雄君．佐藤　　拡君

（第1404回例会会報より続く）

ロータリー小史14

推奨ロータリークラブ細則には、各クラブがこれ

らの委員会を設け、その委員数や活動範囲は、クラ

ブの実状にてらしてきめるよう定められています。

国際ロータリーでは、各クラブ会長に対し、クラ

ブ内の諸委員会を奉仕の四部門を中心として、下記

のように簡明で能率的に分類するようすすめていま

す。

1．クラブ奉仕　出席委員会、親睦活動委員会、

会員選考委員会、職業分類委員会、

プログラム委員会、広報委員会、

ロータリー情報委員会、クラブ会

報委員会、雑誌委員会、その他

2．職業奉仕　雇主一従業員関係委員会、職業情

報委員会、四つのテスト委員会、

実業・専門職業関係委員会、その

他

3．社会奉仕　環境保全委員会、都市・農村親睦

委員会、社会安全委員会、心身障

害者委員会、青少年委員会、高齢

者委員会、その他

4．国際奉仕　国際青少年計画委員会、世界社会

奉仕委員会、ロータリー財団委員

会、保健・飢餓追放および人間性

尊重（3－H）プログラム委員会、

その他

ロータリーの綱領の四項目は、程度の差こそあれ

明らかにクラブ、または会員がおこなうすべての活

動の中心に据えられています。つまり、綱領は、老

若男女を問わず、すべての人間の尊厳と価値にねぎ

す、隣人愛の世界をきずく骨組みになっているのです。

どんな会員であれクラブであれ、1日のうちに、　　ヽ＿J

あるいは1週間または1年間で、ロータリーのすべ

ての活動計画を達成することはできません。しかし

1時間が60分であり3，600秒であるように、ロータ

リーの活動計画もまた、全世界で活動するロータリ

ークラブやロータリアンの努力の結集なのです。よ

りよい人間社会をきずくために、活動している90万

以上の人々の力をあわせれば、それは善なるものを

めざすダイナミックな勢力となるのです。

ロータリーの計画は無限であり、はてしがありま

せん。ロータリー発展の過去をふりかえってみると

き、そのいかなる時点においても「これがロータリ

ーだ、われわれは役目をはたした。ここで休むこと

ができる」と結論することができた会員はいません。

それは、世界はたえず進歩し、ロータリーはつねに

地元のニーズと国際的な情勢にあわせて、その活動

を調整しながらすすんでいるからです。

ロータリー創始後30年以上たった時点で、ポール

・ハリスはつぎのように書いています。

「世界はつねに変化している。ロータリーはこ

の世界とともに変化し成長していかねばならぬ。

ロータリーの物語はいくどもかきかえられねばな

らない」

ポール・ハリスはロータリーの計画が一定不変の

ものであるべきだ、などとはけっして考えていなか

ったのです。ここに、ロータリの力とたゆまざる発

展の秘密があるのです。

（次回へ続く）

机聞ロー∵グリークラフ創立　昭和34　6　　　墳丘　昭軸34　6．27　253地区

小　楯　f‖J　机凧　市振場町　在捌司商T＿会議所内　宣．講　0235（2日7711

例会場　机岡直情場町物産館　3階ホール　例会　日　毎過火曜日　午後1230～130



ラ　イ　ラ　研

〔＿ゲストスピーチ）

「友そして思いやり」と

云うテーマで開催された第

8回のR・Y・L・A研修に

参加させて頂きました。

講演では、道下先生のへ

き地での医療を通しての町

民とのふれ合いや、それを

支えた恩師や友人の話等、

J／

一生懸命に生きてこられた姿に感動を覚え、改めて

友だちの大切さを痛感しました。

パネルディスカッションでは、思いやりが押し付

けになってはいけない等、身障者とのふれ合いなど

の実例をあげながら熱の入った討議がなされました。

それを受けてのグループ別討議でも、参加の動機や

年齢、仕事の違いを越えて日頃思っている事や改め

て感じた事を、時間が足りないと思う程に話し合う

修　の　報　告

皆　川　英　子様（警用裏書妻雷雲嘉忌）

事ができました。最終日のグループ別発表では、そ

れぞれ素晴らしい発表がなされ、参加者全員が何か

を得た様な気がしました。

又、レクリェーションやキャンドルサービスでの

出し物、奉仕活動を通しグループの人達との交流も

深まり、つい何日か前まで知らない者どうしだった

事が信じられない程仲良くなりました。2泊3日と

云う短かい時間でしたが、一緒に生活をしたと云う

連体感が人間をここまで結び付ける事に、今さらな

がら驚いています。冬には皆で集まる計画もあり、

また新しい友だちが増えました。せっかくの出会い

ですので、大切に長く続けて行きたいと思います。

この様に素晴らしい機会を与えて下さいましたロ

ータリアンの皆様に心より感謝申し上げます。

ありがとうございました。

（会長報草）
山口篤之助署

1．本日、今年度最後の定例理事会を開催いたしま

した。議決事項を申し上げます。

（1）職業分類表の追加変更について

大学の中に林学を塚原初男さん、他農学を新

設する。

（2）現・次期合同クラブ協議会開催について

日　時　　6月16日（火）

午後4時　　会　　議

午後5時　　懇親会

場　所　新　帝（昭和町）

登録料　　3，000円

（3）来る6月23日の例会は場所変更になります。

場　所　学校給食共同調理場

点　鐘　12時30分

（4）青少年海外短期交換学生の受入の件

台湾第347地区より10名（女子9名．男子1



名）7月10日午後到着、12日まで滞在の予定、

受入れを決定。

（5）鶴岡座社長佐藤孝二郎さんのご好意で、7月

より上映されます「二十四の瞳」の映画を市内

小学生を対照に1，000名を招待するので、鶴岡

R．Cと鶴岡西R．Cの主催で招待会を行う。

尚、6月9日試写会を行いますのでご参加下さ

い。

（6）出席委員会よりR．C創立記念日に100％出席

ご協力をお願いします。

（＿軍事報畜つ
代理　板垣広志署

1．鹿児島西クラブより会報が届いております。

回覧中

2．今日のゲストの皆川英子様は鶴岡青年会議所会

員でありまして、東北地区協議会への出向役員で

もあります。市民交流委員会特別委員会に所属し

ております。又、当クラブ会員の皆川光吉君のお

嬢様です。

⊂車‾‾貴会畢＿垂つ
‾亘示＿中一互∴

平出統一署

〇年間皆出席

16年間皆出席　　市川嘩雄君

16　　〝　　　　佐藤噸治君

13　　〝　　　　飯白祐倍君

11　〝　　　　　丹下誠四郎君

05月100％以上出席　　8名

233％　　張　　紹淵君

133％　　阿蘇．藤川．中江．佐藤（衛）．

碓氷．吉野．塚原君

05月100％出席　43名

秋野．布施．平出．飯白．石川．石黒．板垣（広）

市川．飯野．栗谷．小池．小松．三井（賢）．迎

田．諸橋．松田．皆川．松山．中野．斎藤（隆）

佐藤（忠）．佐藤（噸）．佐藤（友）．佐藤（元）．新

穂．菅原．鈴木（善）．鈴木（弥）．佐古田．関原

庄司．佐々木．斎藤（昭）．丹下．鈴木（肇）．高

田．忠鉢．田中．上野．山口．笹原（信）．毛呂

富田（直）君

来週6月9日、当クラブの創立記念日にあたりま

すので、ぜひ100％出席を達成したくお願い致しま

（海陸活動委員会）

06月会員誕生

張　　紹淵君．布施隆夫君

石黒慶之助君．高橋良士君

高田桝助君．田中錦造君

06月奥様誕生

斎藤美代子様．斎藤　　和様

富田美代子様

第2回の親陸ゴルフ大会を6月17日湯の浜カント

リークラブで開催致します。ぜひ出席をお願い致し

ます。

廷吏＿年委員会〕
頓原初男署

映画「二十四の瞳」の件

6月28日日曜日に小学生約1，000名を3回入れ替

えで、鶴岡座で無料招待を致します。

映画「二十四の瞳」試写会のご案内

初夏の候　益々御健勝の御事とお喜び申し上げ

ます。

つきましては、下記に依り「二十四の瞳」の

試写会を行ないますので御案内致します。

記

期　日　　6月9日（火）夜6時50分より

会場には夜6時40分までお越し下さ

い。

映　画　「二十四の瞳」

文部省特選（2時間）

会　場　鶴岡座　22－0713

＼－ヽ－／

＼、ヽ－ノ



映画「二十四の瞳」を上映する会

鶴　岡　座　内　22－0713

（埜年度親睦委垂⊃
丹下誠四郎看

今年度当会員の松山君の奥様の布花教室が大変好

評ですので、次年度も続けていきたいと思っており

ます。新しく参加される方も受付ておりますので、

よろしくお願い致します。

〔j学年委畠‾李⊃
塚原初男署

、一ノ

第8回253地区RYLA研修会

に参加して

今回の研修会は、昭和62年5月22日（金）～24日

（日）、2泊3日間の日程で山形県飯豊少年自然の家

で開催され、当クラブ推薦の皆川英子さん（東京エ

レクトロン）、鶴岡西クラブ推薦の佐藤厚子さん

（グランド．エル・サン）、章島孝志君（日産プリ

ンス）と私の4人で参加して釆ました。メインテー

マは「友そして思いやり」でした。

参加者数は全体で131名です。

内訳　一　　般　75名（男子42名、女子33名）

R．C．A　　8名（男子2名、女子6名）

交換学生　　6名（男子1名、女子5名）

青少年計　89名（男子45名、女子44名）

R　　　　13名

実行委員　　29名（ガバナー、カウンセラ

ー、指導員はか）

R．Y．L．AのRはRotary（ロータリー）、Yは

Youth（青少年）、LはLeadership（指導者）、

AはAwards（養成プログラム）の頭文字であり、

具体的な目的としては次の3つが挙げられておりま

した。

1．若い人々にロータリーを理解してもらう。

2．青少年指導者の素質をもつ若い人に、訓練と

経験を積んでもらい、その資質の向上をはかり、

より良きリーダーとなってもらう。

3．若い人々とロータリアンが寝食を共にして親

睦をはかり、広く知己を得る。

①　自分の心をほんとうに知ってくれる友、親

友。

（彰　知りあい、知り人

主な行事

（第1日目）

開講式：253地区ガバナー九里茂三氏の講話

「思いやり」はか－記念撮影一講演：250

地区バストガバナー道下俊一氏「友そして思い

やり」－レクリェーション：日本レクリェー

ション協会会員佐藤真隆氏（白鷹町職員）・鈴

木藤弥氏（郵政職員）による指導－夕食鵬

交流会（10班編成）－グループ別討議（役割

分担決定）－消燈・就寝：午後10時半

（第2日目）

起床：午前6時－朝のつどい－奉仕活動

（窓ガラスみがき）－朝食－レクリェーシ

ョン一一パネルディスカッション：「友そして

思いやり」、パネラー：阿部康子氏（フリーア

ナウンサー）、阿部昌司氏（山形県教育センタ

ー副所長）、道下俊一氏（前出）－昼食一

講話：佐藤兵隆氏（前出）「無財の七施」－

講演：竹田かつ氏（全国農協組婦人部長）「私

の歩んだ歩」－レクリェーション－グルー

プ別会議一夕食－キャンドルサービス－

グループ別討議（長時間）

（第3日日）

起床：午前6時－朝のつどい－奉仕活動

（草むしり）－朝食－レクリェーション一

一グループ別反省会－グループ別発表会－

開講式－昼食－解散

最も若い人で17才（オーストラリアからの交換学

生）、最も年上で28才までの若者たちに混じっての

3日間を通じて、「奉仕も思いやりも、目の高さを

同じにして、相手のしてほしいことを適格に察知し

その中に自分でも出来ることを見出す努力をして、

心をこめて実行することである」という教訓を得ま

した。



最後になりましたが、九里茂三ガバナーはじめ、

R．Y．LA実行委員会の皆様、ホストクラブ米沢西

R．Cの皆様、山形県飯豊少年自然の家の皆様のご厚

情に深謝いたします。

石黒慶之助君の近況について

高橋艮士署

石黒慶之助君は背中と右の前胸部とに痛みを訴え

て入院されました。その結果、胸の方は軽い狭心症

で今ではおさまっております。胃の検査の結果、か

なり大きな潰瘍がありました。現在では手術なしで

直す薬がありますので、投薬の結果大変元気になら

れまして、来週の9日の創立記念日のスピーチには

必ず釆ますとの事です。

中一タリー情報妻垂）
新穂光一郎署

本日17時30分よりメゾンドなかむらにおいてファ

イヤー．サイド．ミーティングを開きたいと思いま

すので、よろしくお願い致します。

（ス　マ　イ‾‾‾‾う「）

塚原初男君

ライラ研修の旅費を西クラブとの間で重複し

ていただいたので、半分を西クラブに、残りの

半分を当クラブに。

佐々木霊彦君

今日、和光幼稚園の遠足です。庄内交通さん

よりバスを安く提供していただいて。

昨日より送迎バスの添乗で入りました女の子

がとても美人なので。

私がオーナーをしている野球チームが今日3

時より準決勝の試合があります。勝つ事をお祈

りして。

津田晋介君

4月5日蔵王でスキーの際ケガをしました。

2ケ月ぶりの出席です。八分程度までなおりま

したので。

（ビ　ジ　タ　ー〕

温海R．C　　　本間　　毅君

鶴岡西R．C　　児玉光弥君．桜井　　清君

岩本国広君

（第1409回例会会報より続く）

ロータリークラブ1

現荏約2万のロータリークラブが全世界で和気あ

いあいと会合しています。

各クラブは基本的にはその構成、活動、目的はお

なじですが、クラブ区域内でロータリーの活動計画

（プログラム）を効果的に実行するため、その手段

方法は各クラブごとに独自に工夫されます。多少の

例外はありますがほとんどのクラブが地区に組み入

れられ、そして、各地区は地区ガバナーの面接の監

督下にあります。

複数のクラブをもつ大都市をのぞいて、ロータリ

ーは1つの地域社会に1つのクラブを、原則として

結成しています。各クラブの正会員には、原則とし

てクラブ区域内にある各職業（実業あるいは尋問職

業）の代表的人物が1人ずつえらばれています。こ

れは、実際には独占的、排他的なものではなく、こ

れによってクラブの会員構成が地域社会の実業およ

び専門職業を正しく組み入れたものとなります。こ

の規定は、権威と影響力をもつ人物が社会に奉仕し、

立派な業績をあげるのにふさわしい地位にあるとい

うことをよりどころにしたものです。

（次回へ続く）

日．′川Jこう」（う　）　′ト．一己：昭宵131（）27　ご5、う地区

」島町　棚．恥有Ⅰ＿会議巾内　ノ電　話　氾詔・ZJ■7711

甘場町物磯雄て　3階ホール　例　会　目　性1勘Jく口附1　⊥†一後123（トユ：う・、）
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中延　完　寿ぎ宰毒討璧還履物易

≪創立記念講話≫

ク　ラ　ブ　創　立　当　時　を　偲　ぶ

鶴岡ロータリークラブは

丁度28年前の本日（昭和34

年6月9日）創立発会式を

挙行し、同月27日に国際ロ

ータリーにより承認されま

した。スポンサーは山形R

Cと山形西R．Cであり、特

別代表は当時70歳の安着徹

先生であり、ガバナーは伊部政次郎氏（函館）であ

りましたが、任期末なので発会式にはご出席なかっ

たと思います。

当時わがクラブは、R．Ⅰの地区は第350地区（東

北・北海道）であり、ガバナーの公式訪問は大変な

遠距離で、どんなにか苦労多かったことでしょう。

それにしても安斎特別代表は毎週山形から鶴岡へ来

られ、小花盛雄会長、安藤定助幹事への指導から会

員への情報活動などに情熱溢れる厳正なご指導を頂

いたようであります。

それより以前、私はその年の4月頃、鶴岡ホテル

に小花さんより呼び出され、クラブ設立準備会に参

加するよう求められ、出席しました。そこで安斎特

別代表のロータリーの解説、特に定款、細則につい

て詳細に説明され、凡庸な私が何んのために名士の

中に入って、余りにも厳重な制約を受けねばならな

いのだろう、私は開業医として婆婆気の多い多忙さ

であり、しかも県歯科医師会の理事や市歯科医師会

石　黒　慶之助　署

の副会長などで精一杯仕事があるのに、毎週1回の

例会には欠席を許されない。崇高な奉仕の理想の実

践などは私の能力を越えるものと判断され、自分の

内面を見つめるような余裕がなかったので入会を断

念しました。今になって考えて見ると、潜超ながら

特別代表は定款、細則などの堅苦しい解説よりも、

ロータリーの美しい点、ロータリアンの特典とか、

友情、寛容、信頼などの素晴らしさ等をユーモアを

加えお話して頂いた方が、入会し易かったのではな

かったでしょうか。今後、会員増強や外部拡大の委

員各位のご参考に供します。

今まで、わがR．C創立以来地区の名称も5回変っ

ております。即ち、

昭和34年　　小花初代会長の時はD350であり、

（1959）　東北6県と北海道が一緒でありまし

た。

昭和35年　　小花会長の時に、北海道と東北が分

（1960） かれ、D352と改称。

昭和40年　　張会長の時、東北が2つに分かれ、

（1966）　秋田、山形、福島の3県でD353と

なる。

昭和48年　安藤会長の時、即ち早坂ガバナー就

（1974） 任に際し、東北を3地区に編成し、

現在の如く福島、山形2県でD353

を作った。



昭和52年　上野会長の時、地区はD253と改め

（1978）
られた。

鶴岡R．Cは2年後に創立30周年を迎えることにな

ります。

皆様のお手元

にD253地区の

古いクラブ順に

R．Ⅰよりの認承

順位表のコピー

を閲覧しておら

れると思います

が、地区内では

14番目、日本で

は305番目に出

来た古いクラブ

であります。

過去において

は、出席率も財

団への寄付率も

米山への功績も

抜群であった。

財団学生も米山

奨学生も第1号

を出しており、

交換学生の受け

入れ派遣も他ク

ラブに先がけて

実施。或は海外

ありまして大発展しましたが、現在チャーターメン

バーは阿部公一、津田晋介の2氏。更に第1年目入

会した28名の中には飯白祐吉、鈴木善作、張紹淵、

佐藤昇、小池繁

く別表〉

鶴岡R．C誕生当時の現253地区のクラブ誕生を見ますと、次

表の通りであります。

国内認承 番　号 �地区内 順　位 �ク　ラ　ブ名 �認　承　年　月　日 

23 �1 �郡　　　山 �昭和11．6．8 �1936 

42 �2 �山　　　形 �25．8．5 �1950 

52 �3 �福　　　島 �26．3．23 �1951 

78 �4 �会津若松 �27．8．24 �1952 

104 �5 �いわ　き　平 �28．6．26 �1953 

188 �6 �喜　多　方 �31．8．10 �1956 

228 �7 �上　　　山 �32．6．28 �1957 

248 �8 �山　形　西 �33．2．27 �1958 

251 �9 �天　　　童 �33．4．29 �〟 

257 �10 �飯　　　坂 �33．6．5 �／′ 

267 �11 �白　　　河 �33．8．21 �〟 

268 �12 �米　　　沢 �33．9．5 �〝 

292 �13 �村　　　山 �34．4．20 �1959 

305 �14 �鶴　　　岡 �34．6．27 �1959 

324 �15 �寒　河　江 �34．11．6 �〝 

329 �16 �酒　　　田 �34．12．14 �〝 

332 �17 �新　　　庄 �34．12．26 �〟 

R．Cとの姉妹ク

ラブ締結、海外国際大会への会員の参加など、過去

に栄光の多いクラブでありました。

昭和34年7月1日より小花会長第1年度が始まり、

第350地区ガバナー真崎健夫先生（北大教授、私の

学位論文審査会の副査となられた恩師）が札幌より

釆鶴され公式訪問を受けています。その時、ロータ

リアンでない私が宿舎を訪ね面会しましたら、tt君

もR．Cへ入り賜え”と言われた。私が止むなくR．C

へ引き入れられたのは更にもう3年かかります。

第1年度チャーターメンバー21名と会員増強28名

治、三井徹の6

氏がおられます。

更に、第2年度

には嶺岸光吉氏

（1987年6月5

日午後4時7分

死亡）。第3年

度には三井賢二

氏がおられます0　＼、料

私は第4年度佐

藤伊和治会長の

時に入会しまし

たので、以上9

名の方々が私の

クラブの先輩で

あります。先輩

諸公には今まで

ご指導或は激励

・ご支援を頂き

ました。今日の

記念日に当り、

心から感謝し御

礼申し上げます。

地区ガバナー

に推し、更に、

1982年には非才、愚直な私をガバナーに推され、皆

様が一致して私を盛り上げて下さいました。わがR

Cは過去に素晴しい奉仕活動を行い、活気に充ちて

いました。夢のように栄光と感激を今尚忘れられず

におります。

記念日に当り、要望したいこと、2つお願いした

い。即ち、

1つは、旧いクラブはやる気を出せば何んでも出

来るのに仲々腰が上がらず、tlこのままで丁度よい

んだ”ttそんなことして何になる”という消極的な

ヽET′ノ



発言を耳にする。他クラブからは敷居が高くてメー

クし難いクラブだの批判を受けるようになります。

こんなようになると仲々活性化を取り戻すのに大変

です。しかしロータリーの役員は－年毎に変わりま

すので、その対策は割合に容易であります。年功序

列型だけでなく、2～3年に1回位は45～55才位の

若い会長が出てはしいと患います。過去において小

花盛雄、張紹淵、石黒慶之助、三井徹、小池繁治氏

などがその位で会長になっています。新会員増強に

J

ヽ一・ノ

も測才代～50才代の方々を増強し、昭和2桁の会員

が早く会長になってほしいものです。

2つ目は、次の栄光は2年後の創立30周年記念を

如何に意義深く行うかについて、今からご準備ある

べきと考えております。そろそろ準備委員会の設立

を考えられ、30周年のクラブの歴史をなるべく多く

後世に残したいものと思いますので、記念誌にも力

を入れてほしいと思います。

（j長報告）
山口篤之助署

1．皆様既にご存じの事と思いますが、会員の嶺岸

光吉さんが、手厚い医療のお手当の甲斐もなく、

去る6月5日午後4時7分、入院先にて急性肺炎

の為、ご逝去なられました。59才の若さで、本当

に残念で、クラブの大きな財産を失った思いでご

ざいます。心からお悔みを申し上げ、ご冥福をお

祈り申し上げます。尚、お葬式は来る11日午前11

時、昭和町金浄寺で行われます。ご都合のつく方

出来るだけ多くの万のご参列ご焼香下さる様お願

いいたします。クラブからはご香典と生花をお供

えいたしました。

嶺岸さんは昭和35年12月6日入会されました。

以来26年間皆出席で表彰を受けられました。1980

－1981年には第22代会長を務められ、クラブ発展

の為ご尽力されました。1982－1983年石黒ガバナ

ー年度には地区副幹事としてご活躍されました。

また1982年5月にはポール・ハリス・フェローに

なられ、クラブの為、社会の為に奉仕されました

ご功績は偉大なものでありました。嶺岸さんの在

りし日を偲びご冥福をお祈りし、黙祷を捧げたい

と思います。

2．本日はクラブ創立28周年の記念日でございます。

お祝いに紅白の餅を準備致しました。また、本日

は記念のスピーチを石黒P．Gにお願いしました処

入院中でお体の不調にも拘らずお出でいただきま

した。感謝申し上げます。どうか無理をなきらず

一日も早く全快されます事をお願いします。

3．次週16日（火）は第6回クラブ協議会を新旧合同

で行います。義務出席の方はお忘れなくお願いし

ます。場所は昭和町「新調」、時間は午後4時。

〔幹事報＿＿鞋）
松田士部署

1．会報到着のお知らせ

東京R．C（回覧中）

2．東北電力情報恥35到着（回覧中）

3．新会員の推薦に関する氏名発表

荘司俊治氏（荘内日報社常務取締役）

青少年海外短期交換生
受入れの件

吉野　　勲署

去る5月27日、次年度の高橋分区代理がお見えに

なり、色々お話を伺いましたので報告致します。

台湾347地区（高雄）から18才～24才のインター

アクトの学生が見えます。またその際にローターア

クト委員長、直前ローターアクト委員長が付添いと

して参る他、青山学院の学生が通訳として1名みえ

ます。人員は10名で、内訳は女子9名、男子1名です。

7月10日午後1時頃到着予定で、昼食後、鶴岡工

専1時間、致道博物館見学を1時間、また夕食を中

国飯店で2時間位を予定しています。尚、決定では

ありませんが、宿泊は「いこいの村」へ全員泊るか、

あるいは分宿か、決定次第ご連絡致します。

翌日、7月11日、9時に産業会館前へ集合、羽黒

山の登山（10：00～11：00）し、のちに酒田清水屋



へ行き昼食、そこで酒田地区の皆さんへ引渡す。と

いった予定で進めたいと思いますので、ご報告致し

ます。

〔親由動委員会〕
松山俊三署

第2回親睦ゴルフコンペが来る6月17日行われま

す。現在12名の申し込みですが、本日の例会終了時

をもって締め切らせて頂きます。

（ス　マ　イ　ル）

吉野　勲君　　創立記念として、当社製品をお買

上げ頂き。

張　紹淵君　　7代目の会長務めた時、嶺岸君が

幹事を担当し、良く助けてくれま

した。59才で逝った嶺岸君のご冥

福をお祈りして。

鈴木弥一郎君　　6月4日に鈴木善作君の米寿をお

祝いして。

鈴木善作君　　88才になり米寿を迎えることが出

来たこと。今後共よろしく。

黒谷正夫君　　事務所の若先生である佐藤が、山

銀ゴルフコンペで優勝して。

皆川光吉君　　前回、娘がゲストスピーカーとし

てお招き頂いたことと、会報に写

真が美しく載っていたことにより。

松田士郎君　　6月第1例会に休んだこともあり

P．Gの会員誕生を間違えたため。

毛呂陸士君　　6月4日、ムシ歯の日にYTSテ

レビに出演して。

⊂亘‾ジ　タ＿二」

余目R．C　　　佐藤孝二郎君

鶴岡西R．C　　長野正彦君．中村　　紘君

井上　　彬君．三井盾夫君

（第1410回例会会報より続く）

ロータリークラブ2

ロータリーで「職業分類の原則」として知られて

いるこの規定は、いろいろことなった関心をもつ者

が集まって、奉仕のため親陸を深めていくのに役立

っています。（たとえば、弁護士がエンジニアと、

銀行家が印刷業者と、そして酒造家が自動車ディー

ラーと交流をもつものです。）また、この規定は、

クラブの会員構成がいずれか一方にかたよることを

ふせぎ、同業者が同席している場合とくらべて雰囲

気を開放的なものにするのに役立っています。

ロータリークラブは、個人的な友情と奉仕のきず

なにむすばれた人たちによる真のクラブとなること

を目指しています。このため、毎週のクラブ例会に

きちんと出席することが、クラブ会員としてたいせ

つなつとめとなっています。また、ロータリアンは

会員であることの特典を、営利目的に利用しないよ

う求められています。この点についてクラブの名誉

は、クラブ会員全体によっておこたりなく守られて

います。

各ロータリークラブは、国際ロータリーの認証状

をうけた世界組織のメンバーです。（認証状はR．Ⅰ

会長、同事務総長および地区ガバナーが署名し、ク

ラブがR．Ⅰに加盟したときに中央事務局から発行さ

れます。）したがって、各クラブはその地域社会の

みではなく、全世界のロータリーとむすびついてい

るのです。ですから地元の社会にのみ目をむけてい

るクラブは、責のロータリークラブとしての責任を

部分的にしか果たしていないことになります。

（次回へ続く）
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老　　人　　の 性　生　活

し聖上！旦±⊃

本日は伝統ある鶴岡ロー

タリークラブでのスピーチ

の機会を与えて頂き、大変

名誉に思います。又、この

機会を作って頂いたプログ

ラム委員長の飯野さんに心

から感謝致します。

本日は「老人の性生活」

についてお話ししたいと思います。

その前に、昨今話題のAIDSについて、最近の

知見をお知らせします。表1を参照下さい。

「AIDSとは」

A．Acquired　後天的（生れた後から）

LImmuno　　免　疫（病気に対する免疫）

D．Deficieney　不　全（役に立たなくなる）

S．Syndrome　症候群（色々な症状の集り）

原因：HIV（fIunanImmunOdeficieneyVirui）

HIVに感染したもの→キャリア

（発病していないもの）

発病したもの→AIDS患者

HIVに感染

男性同性愛

静脈注射による薬物濫用

不特定多数との性的接触

0

三　井　盾　夫　君

発　症

6～8週　　2ケ月～5年　O AIDS

「　　十ノ　　　　　　、1　　1

0　　　　　　　　リンパ節腫脹

HIV抗休陽性　　　　　　肺炎

悪性腫瘍

予防法：上記の感染機会を避ける

治療法：まだ無い

女性の生涯の生理

的変化は表2の通り

で、皆様の奥様の殆

どが更年期～老年期

と推察致します。

更年期とは、月経

の無くなる前後数年

間をいい、卵巣から

女性の生涯の生理的変化

1．幼　児　期

2．思　春　期

3．成　熟　期

4．更　年　期

5．老　年　期

の女性ホルモンの減少によって、ありとあらゆる不

愉快な症状が表3の如く現われてきます。この症状

の強弱は本人の性格、環境に大きく左右されますが、

特に円満な夫婦生活が症状を軽くする必須条件であ

ります。当然性生活がそのうちの大きな要素を占め

ますが、図1の如く日本人はアメリカ人に比べ、年

令と共に性交の回数が著しく減少します。これは、

生活習慣、文化の違いからも起因することでしょう

が、アメリカでは60才で遇1回の性交を拒否します



と、夫でも要でも離婚を前提として訴訟を起されま

す。

年をとっても性的興味は表4の如く決して無くな

りません。又、人間の性の能力について、アレキサ

ンダーという人は「100才まで可能」であると言っ

てますし、ジョンソンは「男女とも80才を過ぎても

なお満足した性交を楽しむ能力がある」と言ってま

すし、又、大岡越前の老母は「灰になるまで出来る」

と申しており

ます。事実、

図2の如く、

50％の人がイ

ンポテンツに

なるのは80才

となっていま

す。80才まで

は50％の人が

性交可能とい

うことです。



表4　中高年者の性意識　　　　　　　（％）

年　　令 ��人数 �なし �やや ある �ふつう �強い 

男 性 �46へ■50 �43 �0 �9 �63 �23 51一一55 �41 �0 �19 �71 �10 

56一一60 �61 �5 �26 �57 �12 

61一一65 �54 �11 �37 �48 �4 

66へ′70 �62 �10 �32 �48 �10 

計 �261 �6 �26 �56 �12 

女 性 �46へ一50 �43 �7 �23 �61 �9 51～55 �41 �20 �24 �51 �5 

56へ′60 �48 �31 �25 �44 �0 

6トー65 �43 �51 �37 �12 �0 

66一一70 �54 �50 �26 �22 �2 

計 �229 �33 �27 �37 �3 

何故性生活を中止したかを見ると、表5の如く、

女性では配偶者の死亡、病気が主たる理由となって

いますが、男性では「不可能と思っている」という

意識が大きな割合を占めております。古来、英雄、

芸術家、事業家はチャップリン、上原謙の例をとる

までもなく、老令まで性生活を可能にしております。

この事は常に大脳皮質を刺激しているからです。鶴

岡の各事業のトップが集っている鶴岡ロータリーク

ラブの皆様は必ずや「灰になるまで可能」と思われ

ます。

表5　性交を中止した理由

区　分 �男 ��女 

事　由 �人数 �％ �人数 �％ 

配偶者の死亡 �0 �14 �35 �36 

配偶者と別居または離婚 �0 ��12 �12 

配偶者の病気 �5 ��19 �20 

配偶者による関心の喪失 �3 �9 �4 �4 

配偶者の性行為不能 �2 �6 �17 �18 

自己の病気 �6 �17 �2 �2 

自己による関心の喪失 �5 �14 �4 �4 

自己の性行為不能 �14 �40 �4 �4 

計 �35 � �97 � 

しかしながら意欲があっても、特に女性は肉体的

に膣が狭くなったり、性的刺激を受けても膣粘膜の

分泌物が少くなって、性交痛を強く訴えることがあ

ります。この様な場合、アメリカ人とても同じで、

その解消法としてゼリーを使用します。これは何で

もツルツルにするゼリーで、私共も診察に際して痺

痛を訴える患者さんに使用したり、赤ちゃんの便秘

に使用しております。アメリカでは、鶴岡で言えば

「主婦の店」にあたるようなスーパーマーケットで

売っております。当院でも売店にて販売致しており

ます。1本1，000円です。このゼリーの使用によっ

て、かなりの方々が夫婦生活を再開して頂けるもの

と思います。

ただし、表6の如く、夫婦生活中の突然死、即ち

「腹上死」が特に老令者の性生活に起り得ますので、

高血圧の女性、心臓の悪い男性は、あまり張り切り

過ぎないよう御注意下さい。

表6　性交死く腹上死〉の発生頻度

㌣ジCh（1932）2・668　3　0・1

上野（1963）
日本・東京

松倉（1971）
日本・大阪

5，569　　　34　　　0．6

11年間　　　62　　　7

夫婦というものは、その精神的なきずなも勿論大

事ですが、性生活も極めて重要な要素であります。

私のお話が皆様の今後のより豊かな夫婦生活にお役

に立てて頂ければ幸いです。

本日はどうもありがとうございました。

（会長報告〕
山口篤之助署

1．去る6月11日、故嶺岸光吉さんのお葬式が厳か

に行われました。会員の多くの万々のご参列をい

ただきました。故人の生前のご人徳と存じます。

尚、友人代表の佐藤衛さんや中江さんは、嶺岸さ

んへ毎日行かれ、最後までお手伝いなされました。

感謝申し上げます

2．本日午後4時より、本年度最後のクラブ協議会

を新旧合同で行われます。理事、各委員長さんの

引継ぎでもありますので、是非ご出席をお願いし

ます。



（幹事報告）
松田士郎君

○例会時間・場所変更のお知らせ

鶴岡西ロータリークラブ

6月26日（金）の例会を最終例会の為

6月26日（金）午後6時30分点鐘

場　所　湯の浜温泉　竹屋ホテル

登録料　　3，000円

余目ロータリークラブ

6月26日（金）の例会を最終例会の為

6月訪日（日）午後6時30分点鐘

場　所　余目町商工会館

登録料　3，000円

酒田東ロータリークラブ

7月2日（木）の例会を初例会の為

7月2日（木）午後3時30分点鐘

場　所　　湯の浜温泉　宮嶋屋

○会報到着のお知らせ　鶴岡西R．C

O山形新聞放送8大事業

「山形懸コロラド親善ミッション」について

日　時　10月4日～10月12日まで

（ごあいさ三つ　嶺岸豊子さん

生前中主人が、皆様方に

大変にお世話になりました

事を心より感謝申し上げま

す。又、葬儀の際は会員の

皆様、多勢の方々にご参列

いただき厚くお礼申し上げ

ます。

私は、株主総会で代表取

締役を引受け、主人の意志

を引継ぎ、会社を守って参ります。今後とも富士印

刷㈱を宜しくお願い申し上げます。

香典の一部をR．Cを通じて、社会福祉の為寄附さ

せていただきます。宜しくお願いいたします。

北楯　　学宕
無事一年間分区代理の重責をつとめさせていただ

きました。これも皆様の暖かい御支援のおかげと心

より御礼申し上げます。

今後は、一会員としてR．C発展の為尽してまいり

ます。本当に有難うございました。

（ぉ　願　い）　和島泰則署

第39回山形県PTA研修大会が温海温泉を会場と

して9月4日・5日に開催されます。趣意書に御賛

同いただき、この会の諸費に充てるべく、広告料と

してご寄付をお願い申し上げます。

鶴岡R．Cゴルフコンペ成績表

NAME �OUT �I　N �GROSS �HIX：P �NET �RANK 

笹原桂一 �44 �41 �85 �12 �73 �優　勝 

佐藤　忠 �49 �49 �98 �22．8 �75．2 �準優勝 

富田孝一 �46 �44 �90 �14．4 �75．6 �第1位 

秋野　忠 �41 �47 �88 �12 �76 �第2位 

藤川享胤 �44 �42 �86 �8．4 �77．6 �第3位 

佐藤　衛 �49 �49 �98 �20．4 �77．6 �第4位 

加藤　賢 �47 �51 �98 �20．4 �77．6 �第5位 

皆川光吉 �44 �45 �89 �9．6 �79．4 �第6位 

松田士郎 �59 �53 �112 �32．4 �79．6 �第7位 

飯野準治 �42 �58 �100 �19．2 �80．8 �第8位 

手塚　拓 �54 �65 �119 �32．4 �86．6 �第9位 

ニアピン　7番．佐藤忠17番．笹原桂一

〔ス　マ　イ　ル〕

布施隆夫君　　会社創業20周年を迎える事が出来

て。

北楯　学君　分区代理として長い間皆様に大変

お世話になりまして。

丹下誠四郎君　　昨日、山形県美容コンクールに於

て、妻がやっております店の店長

がカット部門で優勝出来て。又、

娘が4年間の美容研修を終了し、

鶴岡に帰ってきて。

佐藤　衛君　嶺岸さんの葬儀の際、皆様に大変

お世話になりまして。

6月9日の鶴岡R．C創立記念日の

出席率が96．83％と今年最高の記

録が出来て。

藤川享胤君　　6月4日、湯の浜C．Cでホールイ

ン・ワンが出来て。

（ビ　ジ　タ　ー）

立川R．C　　　北楯

温海R．C　　　和島

鶴岡西R．C　　佐

奥

石黒慶一君

斎藤健治君

米山奨学金　9．020円
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鶴岡市学校給食センター見学例会

職業奉仕委員会委員長　庄　司　嘉　男　君

学校給食センターについて

今日はこのセンターを見

学していただき誠に有難う

ございました。又、試食の

方は如何だったでしょうか。

センターの建設、又市の行

政には皆様より格段の御協

力を頂き心より御礼申し上

げます。

このセンターについて簡単に御説明を致し、あと

で御意見や質問を受けたいと思います。

皆様ご存じの様に、鶴岡市は学校給食の発祥の地

であります。明治22年に大智寺にありました私立忠

、〟／愛小学校で生活にこまった方々に給食や学用品をや

り、就学奨励をしたのが始まりであります。この様

な由緒のある鶴岡でありますが、実際に始めたのは

昭和22年です。当時は小学校だけでしたが、昭和40

年7月に前の給食共同調理場が出来、その時中学校

も入り、市内全校が完全給食となりました。当初は

18，000食でしたが、現在は市内29校で13，000食にな

り、約20年で4，000人位減っております。学童数の

減少で今は12，000台の時もあります。

前調理場は、当時は市外地であったが、今は住宅

地となり手狭になり、生活環境や汚水処理等のこと

で住民からの苦情もあり、今回の建設となりました。

センター所長　中　鉢　喜八郎　氏

当初の計画は2ヶ所の要望もありましたが、敷地

等の制約もあり、旧大泉中学校の跡地へ決定しまし

た。建物は一つになっておりますが、内部は同じシ

ステムの調理場が二つになっております。

センターの概要は次の通りです。

敷地が8，426〝ヂで1．7倍の広さで、建物は3，110

瘡で1．4倍の大きさです。

特徴としては、同じ調理場が2つあることと、ド

ライシステム（床に水がないこと）です。今までの

はウェット方法が大多数であったが、ドライになり

ますと床面に水や残物がなく衛生的であり、作業上

も身軽に出来、雑菌の発生もなく、機能的でありま

す。湿気がないことにより機械等の寿命も長くなり

ます。以上の特徴の他に見学コースや、作業内容を

ビデオにとり市民の皆さんに説明し、御理解を得た

いと思っております。

ここの作業時間は、8時30分から5時までで、午

前中は搬入された材料の洗浄、加工、仕込、搬送。

午後は食器の搬入、洗浄、消毒作業となります。

内部の機械は全て新品で、30種類70台位の設備が

あり、中には責空冷却機、割卵機、野菜洗浄機、あ

えもの機等が主なものであります。

建物の竣工が3月下旬であったために、4月7日

から給食開始なので準備期間が短かく、機械の調整



等で色々と職員も苦労もしたが、5月頃からは予定

の時間に作業も進み、出来たてを子供達に届けるこ

とがやっと出来ました。

この施設の設計は、新穂・アックスクリエートの

企業体、厨房は日本調理機、主体工事は温海佐藤組

・菅原工務店共同企業体、機械設備は山空・東北量

水器・松田共同企業体、電気設備は東北電工・アサ

ヒ電工共同企業体で施工しました。総工事費は、

115，000万、内国補助は9．380万、起債は66，000万

が主な内訳です。

総職員は57名、内調理人は48名、2つの調理場へ

別れ24名が3班に別れ1週間交替でそれぞれの仕事

を噸番にやっております。栄養士は4名、事務職が4

名、ボイラーや機械整備が1人です。前のセンター

は75名の職員、搬送や米飯等の人を入れると87名の

職員であったが、近代化に伴なって人員が少なくな

っており、搬送は5台の車であったが、今回は日本

通運に外注し8台の車で10時40分に配達しておりま

す。

食器もアルマイトからポリ容器に替え、ご飯入れ

も前は空弁当を持参させていたが、今はセンターで

きれいな器で準備して食べております。

前は先割スプーンでしたが、去年第3小学校で割

バシでの試験をしたが好評でしたので、今回から先

割スプーンをやめてハシを持参させており、子供達

から評伴も良く、ご飯も若干多く食べられている様

です。米飯食は週2回から週2．5回になっております。

給食費は小学校が195円、中学校が233円となっ

ておりますが、これには牛乳等の補助もあります。

食費は父兄の負担となっておりますが、設備、人件

費等は法の定めにより市負担となっており、材料費

として年間5億2、3千万を集め、市負担は約4億

円で、約10億の経費で運営しております。米飯、パ

ン、牛乳は業者の納入で、直接学校へ配達されてお

り、センターは副食物だけとなっております。

今　日　の　献　立　に　つ　い　て

今日の献立は、西棟がパ

ン、東棟は米飯食ですので

今日の御馳走は東棟で作っ

たものです。

今日のはご飯（80ク約6

勺）とひき肉の焼煮、年野

菜キャベツとラデス、ハン

バーグです。子供達はトマ

ト、皆さんにはアマナツほしました。それと胚芽の

ふりかけ。一応カロリーは647カロリーの基準の献

立で、量は小学校高学牛用です。小学校は3般階で

1・2年、3・4年、5・6句三。中学校は1段階で

あります。

センター栄養士　佐　藤　豊　美　さん

西棟の献立が明日は東棟で作り、2日間で東西で

交代する訳であります。東と西と作り方の情報交換

をして、次の日にはより良いものが出来る様がんば

っております。今日の西棟は中華風スープとパン、

金団、ギョーザと冷凍ミカンになっております。何

故冷凍ミカンを使うかというと、夏場は色々な果物

が豊富ですが、給食には色々な制約があり、大小の

問題、数量の問責等があって、型が同じで多量に仕

入れされるものになるわけです。地元のものとなる

と、上記の様に13，000食を揃えることに問題が出て

くるのです。今日のミカンも、暑い時には冷たいも

のでビタミンCの多く含むものにしたのですが、子

供達からの評伴が良くありません。最近はスイカ、



メロンも出しています。

皆様の口に合いますか心配ですが、自分の体に合

った量を食べて下さい。

（二重二二室二重：垂二二）
山口篤Z助署

1．故早坂源四郎P．Gの奥様さえ様が6月17日午前

5時50分お亡くなりになりました。謹んでご冥福

をお祈り申し上げます。尚、お葬式は来る27日午

後1時、般若寺さんで行われます。

2．次週6月30日（火）の例会は本年度最終例会の

為、時間と場所変更になります。どうかお間違い

のない様お願いします。出来るだけ多くの方々の

ご出席をお願いします。

〔孝幸報告）
松田士郎署

○例会場所・時間変更のお知らせ

1．酒田ロータリークラブ

6月24日（水）の例会は年度末懇親会の為

日　時　6月24日（水）午後6時30分点鐘

場　所　六　　助

登録料　　4，000円

2．温海ロータリークラブ

6月29日（月）の例会は会長・幹事慰労会の為

日　時　　6月29日（月）午後6時点鐘

場　所　温海ホテル

登録料　　3，500円

○内川清掃奉仕作業説明のご案内

日　時　　6月24日（水）午前10時

場　所　市役所6階大会議室

次年度幹事に引継ぎます。

O「ミス最上川」の推薦の依頼書が立川町長よりま

いっております。詳細は事務局まで。

⊂吏あいさつ〕
次年度庄内分区代理
、八幡R．C　高橋省吾君

次年度分区代理の八幡R

Cの高橋です。

何分分区代理として不勉

強で何も分りませんが、こ

れから一生懸命勉強してい

きたいと思います。

今年のテーマでもありま

す「奉仕に結束」「平和に

献身」が本年度のテーマであります。又、志藤ガバ

ナーよりは地区内に4つの運営が示されております。

運動の1つは会員増強、会員増強め積極化を唱って

おります。2つ目は職業による奉仕の徹底。3つ目

はロータリー財団への協力。4つ目は広報活動の充

実。この4つのテーマが来年度に示されております。

19日、酒田で拡大委員会が開催され、私は都合で

欠席しましたが、7月には書類が出来、9月には認

証書の伝達式を予定しております。仮称「酒田中央

R．C」として、21名でスタートする予定です。来年

度は会員拡大に力を入れて行きたいと思っておりま

す。

当地のガバナー公式訪問は8月25日（火）になっ

ておりますので、早目に次年度事業計画書、報告書

を提出して下さい。

7月10日から12日には台湾から短期交換受入れが



あり、皆様にはお盆前で大変忙しい中ですが、この

事業にもよろしくお願い申し上げます。

私は浅学非才な者ですが、伝統と歴史のある鶴岡

R．Cですので、今後共よろしくお願い申し上げます。

・j亘会軒章二

（親睦活動委員会〕 藤川享胤署

NHKギャラリーで、松山さんの奥様から習って

おります布花教室の成果の展示会が開催されており

ますので、是非NHKへ来て御鑑賞下さい。来年度

もこの教室を開きますので、皆さんの奥様を多数参

加させて下さる様御願い致します。

（ス　マ　イ　ル）

庄司嘉男君　　今日職場訪問に委員長として欠席

のため。

佐藤友吉君　　公共事業を多数受注したので。

笹原桂一君　　R．Cのゴルフコンペに優勝したの

で。

佐藤　忠君　　R．Cのゴルフコンペに準優勝した

ので。

新穂光一郎君　　ここの給食センターの設計を担当

したので。

佐藤　衛君　　同上　本休工事を請負をしたので。

若生恒吉君　同上　機械工事を請負をしたので。

上野三郎君　給食センターにパンと米飯を納入

しているので。

鈴木善作君　給食センターに牛乳を納入してい

るので。

笹原信一郎君　　個人的におめでたいことがあった

ので。

高橋省吾君　　次年度分区代理として。

（ビ　ジ　タ　ー〕

八幡R．C　　高橋省吾君

（第1411回例会会報より続く）

ロータリークラブ3

これと同じことが、個々のロータリアンについて

もいえます。ロータリー家族の一員として、ロータ

リアンは、世界のいずれのクラブをも自由に訪れる

権利と、それにともない、あらゆる人種、あらゆる

国のロータリアンと友好を広める特典をもっていま

す。たとえば、ケニアのモンバサのロータリアン医

師がなんの前ぶれもなくノルウェーのモッダム・ク

ラブを訪ねることができるし、また、日本の茨城県

の取手クラブの会員がイタリアのトリノ・クラブを

訪ねても一向に差し支えありません。創始者ポール

・ハリスがいったように「ロータリアンはおたがい

の意見を尊重し、つねに寛大で友好的である。カト

リック、プロテスタント、回教、ユダヤ教、あるい

は仏教徒がロータリーではいっしょにパンをわから

あってたべている」のです。

ロータリーは、私利私欲のみを追求する実業人の

団体でないのと同時に、国家主義者の集まりでもあ

りません。すべてのロータリークラブは、その窓と

扉を広く全世界に向けてあけておかねばならないの

です。約160カ国の大小地域社会の」般実業人そし

て専門職業人は、ロータリアンになることによって

国際理解と友好を深めあう豊かな機会をあたえられ

ています。事実、ロータリー以外ではけっしてえら

れなかったと思われる機会にめぐまれたことに感謝

している人々が多数います。地元や外国の地域社会

の人々とともに活動し、文化的交流をおこない、あ

るいは指導力を発揮し、あるいは旅行し、ゆたかな

友情を育む機会が無限に与えられています。なかで

ももっとも意義があるのは、奉仕の機会が全世界的

なものとなるということです。　（次回へ続く）
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〔β長報告）
山口篤之助署

1．先週例会終了後の臨時理事会の決議事項を申し

上げます。

先に故嶺岸光吉さんのご遺族より、ご香典返し

を鶴岡R．Cを通じて社会福祉の為にご活用とのご

好意で贈呈なられましたことで協議いたしました

結果、「ボランティア活動福祉基金」として鶴岡

市に寄付する事に決定。本日、布施社会奉仕委員

長、松田幹事と共に市当局へ参り、ご遺族しめご趣

旨を充分お伝えし、寄贈して参りました。

2．石黒P．Gが病気療養の為入院されてましたので

先週火曜日に松田幹事と共にお見舞いに行って参

りました。大変お元気の様子で、入院中にも拘ら

ず近く米山奨学会の事で上京するとの事でした。

3．元会員荒明勝さんが脳出血の為、去る6月22日

午後11時20分83才でご逝去なられました。お葬

式が26日午後1時大山正法寺さんで行われました

ので、規定に依りご香典をお供えし、ご焼香して

参りました。荒明さんは昭和40年2月に入会され、

昭和47年6月に退会されました。

4．又、早坂P．Gの未亡人さえ様のお葬式が6月27

日般若寺さんで行われました。理事会に図りクラ

ブよりご香典をお供えし、ご焼香して参りました。

謹しんでお二方のご冥福を心からお祈り申し上げ

ます。

5．会員の佐藤陸男さんが会社のご都合で此の度、

常務の荘司さんと交替の為、本年度いっぱいで退

会される事になりました。佐藤さんは昭和56年1

月入会以来、広報委員長、S．A．A委員長として

クラブ発展の為にご活躍されました。どうか今ま

で同様今度は外部より応援下されます様お願い致

します。

6．今年度新しくポール．ハリス．フェローになら

れました笹原信一郎さんへ、R．Ⅰより額とメダル

が参ってますのでお渡しいたします。おめでとう

ございます。

・頂．幸＿轟．告＿、
松田士郎看

○会報到着のお知らせ

八幡ロータリークラブ

鹿児島西ロータリークラブ

○例会時間・場所変更のお知らせ

1．八幡ロータリークラブ

7月4日（土）の例会は新旧役員の交代懇陸会の

為、

日　時　　7月4日（土）午後6時点鐘

場　所　まいずる荘

登録料　　4，000円

7月11日（土）の例会は、

日　時　午後12時30分点鐘

場　所　鳥海高原家族旅行村（売店）

登録料　1，200円

2．酒田ロータリークラブ

7月1日より例会会場を変更いたします。

酒田市若竹町1－1－1

ホテルリッチ酒田1階

TEL O234－26－1111

0RI第253地区インターアクト小委員会委員長．

本間儀左工門様より退任の挨拶状がまいっており

ます。　回覧中です。



会　長　退　任　の　挨　拶

本日6月30日、待望の本年度最終例会を迎える事

が出来ました。会員の皆様は勿論、幹事の松田さん、

理事・役員の方々を始め、各委員長さんと事務局の

斎藤さんのお蔭様で任期を無事終える事が出来まし

た。先づもって皆様方のご協力に心から感謝申し上

げます。

この一年間思い出を振り返り、所感を申し上げ、

退任の挨拶と致したいと存じます。

昨年5月に地区協議会に参加し、一年間果して皆

様のご期待に添えます運営が出来ますか、内心不安

でありましたが、今日、最終例会を迎え、漸く辿り

若いたかという感じであります。

〇年度初めの7月29日に県内最初の九里ガバナーの

公式訪問がありました。色々ご教示をいただきな

がら無事終る事が出来ました。之も伝統ある優秀

クラブの為と先輩会員のご努力の賜と存じます。

○今年度は国際交流の活発な年度の様で、9月初め

にはアメリカ．テネシー州よりG．S．Eの受入れ

があり、地区委員の藤川さん、財団委員長の手塚

さんには終始ご奉仕をいただき、又、歓迎会には

S．A．A、親睦委員会、国際奉仕委員会の方々、

又、職場見学に、吉野さんには国際親陸の為にご

協力をいただきました。

011月には姉妹クラブの台中港区R．Cより会長以下

会員・ご家族20数名が釆鶴されました。歓迎レセ

プションには特別委員長さん、S．A．Aの皆様に

は大変ご苦労様でした。特に佐々木さん、斎藤昭

さんには新潟空港まで出迎えに行っていただき、

益々友情を深められました。

○今年2月の台中港区R．Cとの姉妹クラブ続盟式に

は、石黒P．Gを始め20余名の会員・家族の方々の

参加をいただき、心からの歓迎をいただきました。

其の折、石川国際親陸委員長、富田交通公社支店

長、中江さんには大へんご苦労をおかけしました

が、無事大役を果す事が出来ました。厚くお礼を

申し上げます。

山　口　篤　之　助　署

○又、恒例のクリスマス家族会にはかってない多勢

の会員、ご家族のご参加をいただき、趣向を凝ら

した企画で楽しいパーティーで、喜んでいただい

た事と思います。

○会報委員会、プログラム委員会は少ない人数では

ありましたが、皆様協力し合って責任を立派に果

されました。感謝申し上げます。

○会員増強は多くの方のお骨折りをいただき、5名

の純増で80名で越年する事が出来ました。

出精率は、委員長さんの度々の呼びかけもあり、

目標の90％には僅かに届きませんが、まずまずの

緑ではなかろうかと思われます。

○職業奉仕委員会、社会奉仕委員会も活動計画に依

り目的を達せられたと思います。

OR．Ⅰの要請で地区より指示の「ポリオプラス計画」

には世界社会奉仕委員会と財団委員会の協力で、

今年度分の募金活動は目標を達成された事と思い

ます。又、ポールノ＼リス．フェローも委員長さ

んのご努力で5名の増員を得る事が出来ました。

OI．A．C、R．A．Cの活性化と会員増強には、年

度始めより各委員長さん頑張ってこられましたが、

実を結ぶ事が出来なかったのが残念でした。次年

度にご期待申し上げます。

以上、1年を振り返り自からの力不足を反省し、

皆様方よりいただきましたご厚情を大切にして、ク

ラブの一員として頑張って行き度いと思います。次

年度吉野会長にも今年以上のご協力を下され、クラ

ブの発展をお祈り致し、退任の挨拶といたします。

有難うございました。

＼－→■′
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幹　事　退　任　の　挨　拶

この一年間、山口会長のもと幹事という大役をお

おせつかり、本日で終りとなります。ロータリー歴

の浅い、又、浅学非才な私がよくこのような歴史の

ある鶴岡ロータリークラブの幹事をやってこれたも

のだと、いまさらながら驚いております。

本日無事退任のあいさつが出来るのも、山口会長

はもとより各理事のみなさん、委員長のみなさんの

ご協力、会員のみなさまのご支援のたまものと深く

感謝申し上げます。忘れてならない人は斎藤とも子

さんです。山下和子さんがロータリーの事務局をや

められてから、夜おそくまでロータリーの事を勉強

をしておられたようです。私の一方的な言い分を口

答えもなく、がまんしてよく聞いて下さいました。

本当に心からお礼申し上げます。

本年度は、「ロータリーは希望をもたらす」のタ

ーゲットのもと、各委員会すぼらしい活動をしてい

ただきました。委員会の方々の活動の手助けをする

のが幹事の役目の心得、がんばったつもりですが‥

……。ご迷惑をかけた事と思います。一人ひとりの

委員長さんのお名前を申し上げお礼を申し上げたい

気持ちですが、時間の都合もあり省略させていただ

きます。

この一年間いろんな事がありました。特に印象深

かった事をお話させて頂きます。

台中港区R．C続盟式への訪問です。私は幹事に就

任する前に、私の役目はこの二つを重点的に考えて

ゆきたいと思っておりました。一つは台中港区R．C

との続盟式を成功させる事。これは先輩ロータリア

ンの皆様が今迄つくりあげてきた国際親善のきずな

を是非これからも続けていかなければならないと考

えておったからです。二つ目は会員増強に力を入れ

てみたいと思いました。実際に年度が始まってみま

すと、意外と増強のむずかしきにとまどいました。

続盟式については、20数名という万々の参加を賜

り、事故もなく無事国際親善の役目を果して大成功

に終りました。幹事としては幹事らしい仕事もせず

松　田　士　郎　君

に、ゴルフを3日間もやらせて頂き、台湾の皆さん

の大歓迎に只、謝謝でございました。

こんな幹事なので、バツとして次年度もう一年や

らなければならないかなとも考えましたが、そうも

なりませんので、今日で退任させて頂きます。

クリスマス家族会のビンゴも楽しかったです。今

回は特に会員の奥様方に多数参加をしていただき、

奥様同志のコミュニケーションが出来ました。会員

同志のコミュニケーションは当然の事と思いますが、

家庭を守っておられる奥様同志の親睦も必要な事と

思います。私の商売は呉服屋なので、たくさんの奥

さんと知り合いになれてよかったと思っております。

私は就任にあたり200枚の名刺をつくりました。

少し多いかなと思いましたが、今は一枚も残ってお

りません。私の尊敬する人の一人．J C小野会頭が

おります。この方は人間の出会いとふれあいを大切

にする人が人生を豊かにすると教えて下さった方で

した。各種大会でスピーチをする前に、必ず前後左

右の人と名刺を交換しなさい。そして握手をしなさ

い。次に会ったら必ず「ヤア」と云って話をするで

しょう。と教えてくれました。私も200名以上の方

と会った事になります。すぼらしい財産であると思

います。これもロータリーの幹事という役職をみな

さんから与えていただいたからと深く感謝を申し上

げたいと思います。本当にいい経験をさせていただ

きました。つらい事もあったように思いますが、充

実した一年間だったと思います。

つまらない事を長々と申し上げましたが、次年度

は大型幹事．板垣広志さんの登場です。安心して退

任いたします。

本当にこの一年、皆様方のご協力ご指導に感謝を

申し上げ、あいさつといたします。

ありがとうございます。



退任される会長・幹事へねぎらいの言葉

去年の7月1日から今年6月30日迄の丸1年365

日を休まずクラブの運営に揮身の努力をされました

山口会長さん並びに松田幹事さん、本当にご苦労様

でした。

お2人の残された功績の数々は、先程の会長の退

任のご挨拶の中で述べられた通りでありますが、全

分野に亘り非常に高いレベルに於て、バランスのと

れた調和のある、活気に満ちた奉仕活動であったと

思います。

中　江　　　　亮　看

これは、とりも直さずお2人の魅力あるお人柄の

賜であって、委員会がお2人を押し上げる様に積極

的にご協力申し上げたのではないかと思います。

特に松田幹事さんは、口ぐせの様に’tこの1年間

決して会長の方針に逆ったり、足を引っぼることが

ない様本分を果したい”と言われた事と相侯って、

全く申し分のない名コンビであったと深く敬意を表

し、会員の皆様と共に盛大な拍手を以てこ苦労をね

ぎらい、感謝申し上げたいと存じます。

（新会員紹介）
高橋良士看

1．氏　　名　　斎藤蒜一君

2．生年月日　　昭和20年3月12日

3．出身学校

昭和38年3月　鶴岡南高校卒業

昭和39年4月　新潟大学医学部入学

昭和45年3月　新潟大学医学部卒業

昭和45年10月　新潟大学医学部

第1外科入局

昭和53年4月　富山医科薬科大学

第2外科助手

昭和54年10月　同上　講師

昭和57年7月　医療法人斎藤胃腸病院院長



4．学　　位　　昭和53年　新潟大学

「Submucosal Esophajography」

（食道粘膜下造影法）

・日本臨床外科医会評議員

・鶴岡地区医師会監事

5．家族構成

照　子（てるこ）

歩　（あゆむ）

梓　（あずさ）

知　（あ　き）

純　（あっし）

千代以

＼－／〆 6．趣　　味

（⇒　スキー　全日本スキー連盟準指導員

（む　ゴルフ　HD25いつまでたってもうまく

ならない

（む　つ　り　幻のスズキが目標

（も　野　球

⊂亘声貝挨撃つ
斎藤嘉一署

只今御紹介戴きました斎

藤でございます。若輩者で

ロータリーにはまだ縁遠い

と思ってたんですが、入会

させて戴く事になりました。

生前、父親が皆様方に大変

御世話になり、本当に有難

う御座居ました。

今後共宜しくお願い致します。

（新会員唾⊃
松田士郎署

1．氏　　名　　荘司俊治君

2．生年月日　　大正11年1月24日

3．自　　宅　　鶴岡市家中新町17－36

4．職　業　　荘内日報社　常務取締役

5．家族構成　　妻　令子　61才

母　貞恵

6．略　　歴

県立鶴岡中学校卒

荘内銀行定年退職後、庄内信販㈱、リリー商

事㈱を経て荘内日報社へ

7．趣味・特技　　謡曲、　　上級資格

（新会員挨拶〕
荘司俊治君

只今御紹介戴きました荘

司でございます。今回、長

い間御世話になりました佐

藤陸男と、社の都合により

まして私と交代と言う事で

皆様のお仲間に入れさせて

いただきます。

私も銀行の関係で、天童

当時6年間ロータリーにお世話になりましたし、新

潟南ロータリーに2年半お世話になったという事で

なにか懐しい感じもしますけれども、何か恐しい様

な感じもします。何分御昼時に、決って皆さんと一

緒にお食事をする事が楽しくもあり、辛くもある様

な感じもしますけれども、今後共宜しくお願い致し

ます。

・‾一遇＿＿去．垂＿亘、

佐藤陸男君

長い間どうも本当に有難うございました。

色々とお話し申し上げますと、悲しみの涙か嬉し

涙か解りませんが、遣る気が致しますので、長年の

御厚誼本当に有難うございました。

これからまた、荘内日報広告並びに販売等にも絶

大なる御協力を戴きまして、社運をもりもり盛り上

げた上で再度お会いさせて戴きたいと思いますので

宜しくお願い致します。本当に有難うございました。

⊂亘卓会報享つ

毎年度社会奉仕妄言可佐藤元伸看

次年度の仕事を早速仰せつかりました社会奉仕委
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員会でございますが、恒例の内川清掃ですが、皆様

のお手元にお配りの書面の通りでございまして、7

月5日午前6時から8時頃迄、恒例の鶴園橋から三

雪橋、消防本部のすぐ脇の部分を小雨決行で、雨天

の場合は電話で一応御確認などいただきたいと言う

事です。

服装はなるべく長袖でお願いしたい。

それから参加者には記念品がございますという事

です。どうぞ多数の参加をお待ち申し上げておりま

すので、どうぞ宜しくお願い致します。

（ス　マ　√㌃）

三井　　徹君

私共待ち望んでおりました斎藤毒一先生の入会

を喜んで。

高橋良士君

三井先生と同じく大変有望な新人を推薦しまし

て。

毛呂　陸士君

歯科医師会を代表して斎藤毒一先生の入会をお

祝いして。

張　　紹淵君

斎藤寿一先生の入会と、今後の若さを生かした

活躍に期待して。

笹原信一郎君

先週の金曜日株主総会が無事終了して。

笹原桂一君

鶴岡ガスの株主総会が無事終了し、これからも

皆様から沢山使って戴きたいと思いますので。

村中文章君

前回の移動例会場の給食センターの電気設備を

請負したので、遅れ馳せながら。

松山俊三君

家内がロータリーの布花教室で大変お世話にな

りました感謝の気持ちと、ロータリーの矢部会

員のお世話でNHKギャラリーで作品展示発表

会を開かせていただき、大変盛況だったので。

佐々木滋彦君

市の社会福祉関係の副委員長を仰せつかり、皆

様にも大変お世話になると思いますので。

飯野準治君

バストガバナーの奥さん、又当社の取締役でも

ありました早坂さえさんが亡くなりまして、会

長さんはじめ色々と皆様に大変お世話になった

お礼を申し上げて。

藤川宇胤君
一年間の親睦委員長として皆様の御協力に感謝

して。

塚原初男君

青少年奉仕委員会関係で、先日28日の日曜日、

二十四の瞳の子供達を対称にした映画ですけれ

ども、西クラブと共催で盛大に開催させて戴き

ました。皆様方の御協力及び青少年奉仕委員会

三委員会の委員の方々本当にご苦労様でした。

会長さんはじめ事務局、どうも有難うございま

した。感謝申し上げまして。
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