
（会長報．卓⊃ 市川輝雑著
○国民等しく憂うる所、天皇陛下のご病状は一進一

過のご様子であります。「清風明月を払う」

う言葉がありますが、空を覆っている浮雲

陣の風がさっと払い尽して、澄んだ空に

あかと輝く月を見たいものであります。

「昭和」という時代に人生の大半を費

達にとって陛下は、正にシンボリック

たから。

○一昨日、ソウルオリンピックは成功

を閉じました。その中でショッキン

つありました。一つは、ベン・ジョンソンのドー

ビングスキャンダルによる「金」教奪。

ボクシング会場での乱闘事件でありまあ

前者は、オリンピックの商業主義に堕した

われというべきで、開催地自治体の利益重視遮諷

TV放映権料やスポンサー契約料をあて込ん

大などジネスに変ほうし、選手達はカネや地位

からむ切実な優勝への願望とナショナリズムで押

しつぶされそうになっています。これらを抜きに

して今度の事件を語ることはできず、そこにはク
ーベルタンの提唱したアマチュアリズムの片鱗も
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賀　ロータリアン日記　〇月〇日

今年は還暦と言うことで、クラス会も小学校二
つ、旧制中学校一つと案内を貰い、都合で出席出

来なかった一つを除いて出席させていただいた。
それぞれに安全と繁栄を祈念してお払いをして

買ったわけでしたが、旧制中学校の会では、住職
をしておられる恩師から住職としての経験からみ
て、還暦は最もお寺の厄介になる人の多い年齢だ
から気を付けなければならないと挨拶の冒頭で注
意され、そうかもしれないとお互い顔を見合わせ
たことでした。

そんな最近、級友の「人が急逝したとの報を受

喜　け、山形市で執り行なわれた葬儀に参列してきま
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見出す事は出来ません。これからも金の卵を産む

オリンピック誘致合戦は激しくなるでしょうし、

選手等は富と名誉の為に、より有効な手段をつく

うことでしょう。

後者のボクシング会場で不利な判定を

受けた

かかっ

カッとしたコーチ等が審判員に殴り

は、急激に伸長した国の民度の低さ、

ゆとりのなさからくるものと批判されても仕方が

ありません｝主催国側としてカナエの軽重を関わ

と思います。

○去る

あり

、鶴岡市の今年度の市政功労者の表彰が

クラブ会員で、昨年なくなられた菅原辰

吉先生が表彰されました。なお、藤川事胤君のお

父さんも同じく表彰されました事をご報告してお

きます。

○本日、10月の定例理事会が行われ、次の事項が決

定されました。

10月18日（火）4時よりクラブ協議会を行います。

議題は各委員会の経過報告とこれからの実施計画

についてであります。場所は昭和通りの「住よし」

です。各委員長よろしくお願い致します。

○この度交換学生として羽黒高校の斎藤さゆりさん

を申請中でしたが、希望者が予定数を上廻りまし
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0

したが、何時になく悲しみが込み上げてきて押き　ヨ
えがたい感がありました。この1月に温海温泉で　崇

のクラス会で暫く振りに顔を合わせ、我が家にも

立ち寄って旧交を暖めたばかりの突然の死でした。

葬儀は、40年間教育一筋に全力投球してきた彼
の人柄を偲ばせるしめやかな中にも故人を惜しむ

気持ちの溢れた立派なものでした。
人生80年の時代、60才の死はいかにも早すぎた

という感慨と、人生如何に生くべきかを改めて問
いなおさせられた友の死でありました。

ロータリーの「四つのテスト」も人生の指標と

して、読み返して見たいと思います。

秋野昭三
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たので、語学力のテストの上で決定する事となり、

地区大会行きのバスに便乗して平までゆく事にな

りました。ぜひ合格してもらいたいものです。

○先日のグランド　エル・サンに於ける4クラブ合

同例会はいかがでしたでしょうか。多数ご出席項

（幹事報告〕

きまして、おかげ様にて盛会裡に終了することが

出来ました。兄弟クラブ親睦の意味を含めまして

来年度もぜひ行って下さいとの声が多かった様に

思います。親睦委員長の石川寿男君始め親睦、S

AAの委員の皆様のご苦労に感謝致します。

財団法人ロータリー米山記念奨学会より

中野清吾君へ米山功労賞のメダ／レと楯が

贈呈されました。

若生恒古着
1．財団法人ロータリー米山記念奨学会より1987年

度事業報告書、よねやまだより到着。

2，1989～90村上ガバナーノミニー事務所10月

1日より開設。

酒田市新橋一丁目3【10

㈱サカタマツダ自動車（内）

3．例会変更のお知らせ

・酒田R．C、酒田東R．C、酒田中央R．C

合同例会（職場訪問）の為に

（会員スピーチ＿＿＿）

鶴　　岡　　の

皆様こんにちわ。

私がただいま布施委員長か

らご紹介頂きました同和火災

のきまちとしのぶと申します。

どうぞよろしくお願いします。

この7月に伝統ある鶴岡ロ

ータリークラブに加入させて

頂いたばかりで、クラブには

参加・出席を第一としてなん

とかメークをさせていただきながら出席100％をい

たしており続けたく思っております。当クラブの中

では現在、荘司委員長のもとでSAA委員をつとめ

させていただいております。

さて、催か9月でしたかにプログラム委員長の布

日　時　10月13日（木）12時点鐘

場　所　酒田短期大学講堂

登録料　1，500円

4．庄内分区Ⅰ．G．F参加者の分科会登録は下記の

通り。

Aテーマ　「コミュニケーションの強化について」

クラブ奉仕委員会の皆さん

Bテーマ　「クラブに於けるマンネリ化

その問題点と対応について」

職業．社会．国際．青少年．奉仕委員会の皆さん

当日、ネームプレートに書き入れます。

印　　象

来　海　憲　宣　君

施委員長より10月4日に新入会員のスピーチのお願

いをされ、しばらくの間まだ先のこととのんびりし

てましたところ、ついこの間の4クラブ合同例会に

おき、ふたたび念を押されまして、おおいにあわて

はじめまして、何をお話申し上げようかと困りまし

て、つい3、4日前に決めさせていただきました。

ご縁あってこの4月に鶴岡へ参りましたので、ご当

地の感想を少しばかり申し上げさせて頂きます。

保険会社勤務という職業柄転勤が多く、私はこの

たび前任地の横浜より私の出身地の仙台を経由して

山形よりバスにてこちら鶴岡へ参りました。そして

スケジュールの関係で、家族は新潟を経由して鶴岡

へ向い、湯野浜温泉にて合流いたしたわけでござい

ます。つまり私は東北新幹線を、家族は上越新幹線



を利用いたしました。その時に思いましたことは、

仙台とか新潟から距離の割に時間がかかるというこ

とでした。次には景色豊かな田園風景でした。また

旅館でのおいしい料理のことです。また引越しの日

には親切な鶴岡の人の暖かい気遣いを感じることが

でき、疲れも吹き飛ぶ思いがいたしました。

そして、少しずつではありましたが、鶴岡周辺の

町村とかお隣の酒田市をたまに尋ねたりいたしてお

りました。が、時々こちらの万からお聞きしていた

致道館には出掛けてはおりませんでした。ところが

確か7月でしたか、仙台より会社の総務関係の上司

がこちらにまいりましたとき、土曜の昼下がりに致

道館へ出向く機会をもちました。その建物の中に入

って、いろんな展示物を拝見しながら大きく驚きま

した。そこかしこに教育に熱心な先人の情熱と懸命

に学ぼうとする小さな子供たちの姿がみえたためで

ございます。そしてまた、つい最近は羽黒山に参り

五重塔のすぼらしい建造物を拝見いたし感動しまし

た0　このようにして少しずつ鶴岡、庄内の歴史と文

化を休日に家族で楽しんだり、勉強させていただい

ております。

以上がここ6ケ月ほどの間に感じました主だった

ものでございます。

この機会にと、わたしなりに明日の鶴岡を勉強し

てみようと急に思いたち、初めて先日、市の図書館

へ出向きました。そこで見つけました本の読後感を

述べさせていただきながら今日のスピーチをまとめ

させて頂きます。

この本は、61年3月27日に鶴岡市総合計画審議

会に於て郷土鶴岡を愛する多数の方々が、それぞれ

にお忙しい時間をさかれてきっと苦労されながら刊

行されたものであります。その本の名前は「新鶴岡

市総合計画」です。さて、その中に期待される将来

の都市像として‥‥‥鶴岡市は田園性豊かな庄内平野

を背景に出羽三山、朝日連峰、日本海など美しい自

然に恵まれ、城下町として長い歴史と文化に支えら

れて発展してきたまちである。また庄内地方の中核

都市として、工業などの企業立地も進み、地域の産

業を始め教育、文化などの集積も漸時高まってきて

いる。新しい時代に向かい、私達市民は、こうした

個性を創造的に発展させ、市民であることの誇りを
一層高揚させるため、市民各層、企業、行政等の英

知を結集し、各々の役割に応じ、協調しながら建設

的な努力を払う必要がある。

本市がめざす都市像は、

「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」‥…・…

と書かれてございました。

また、この本には21世紀に至る期間には、生活意

識の高度化、多様化、経済のソフト化、サービス化、

技術革新、高度情報化を予測しつつ、人口の高齢化、

都市化の進展、そして国際化社会の到来を予想され

ております。そしてそのために数多くの目標、課題

をかかげながら、数多くの具休的な施策も提言され

ております。そして、施策についても細かく分析さ

れ検討されておりますので、それらにつきましては

時間の制約もあり、この場で申し上げることは遠慮

させていただきます。

ただ、せっかくの機会でございますので、その具

体的施策のなかで特に私が感じましたものを少しば

かり申し上げ、本日のしめくくりとさせていただき

ます。

まず第一に、交通体系についての施策でございま

す。幸いにも東北横断自動車道の建設も促進され、

べにばな国体が67年に開催されるころには、仙台一

寒河江にも高速道路が開通とお聞きして喜んでおる

ものでございます。が、その開通を待たずとも今す

ぐにでも仙台とか新潟への安くて速い高速バスをと

希望いたします。

また、庄内空港の開港もあと3年ばかりとお聞き

して、これまた喜ばしく思っておりますが、同時に

へリポート基地の設定がされてもよいのではないか

と考えますが、いかがでしょうか。今少しづつ国内

で短距離向けのヘリコプターが利用されつつありま

す。また、こちら鶴岡にはビジネス用にも観光にも

向いていると思いますが、いかがでしょうか。陸と

空におき交通手段の整備がすすめば、観光地として

の鶴岡の魅力はもっと高まるでございましょう。

また、致道館にみられるように、すぼらしい教育

の伝統をもたれる鶴岡にも高等教育機関の設置を具

休化されませんか。教育に熱心な鶴岡にはすぼらし

い学校ができると思いますが、いかがでしょう。

そろそろ時間が参りましたので、この辺で本日の

わたくしなりの感想と意見を終ることに致しますが、

何分にも僅か半年ばかりの印象でございますので、

私の思い違いとか勉強不足もあろうかと思いますが

ご勘弁下さいますよう、よろしくご寛容の程お願い

致します。

最後に、これからももっと鶴岡のことをロータリ

アンの皆様を始め多くの方から教えを頂きながら、

仕事にも、遊びにも楽しく頑張りたく存じます。よ



ろしくご指導・ご鞭捷賜りますよう謹んでお願い申

し上げます。

本日はご清聴誠にありがとうございました。

（委員会報告）

（出席委盲亘⊃
〇年間皆出席

2年間皆出席

1年間皆出席

09月100％以上出席

175％……張

125％……小池、

09月100％出席

秋野昭三署

笹原信一郎君

杉渾保吉君

7名

150％……中江

佐藤（忠）、新穂、高橋、若生

45名

阿蘇．藤川．布施．秋野（昭）．石井．石川（寿）

石黒．板垣（俊）．板垣（広）．市川．飯野．迎田

川上．毛呂．松田．皆川．村中．松山．中沢．

佐藤（昇）．佐藤（噸）．佐藤（衛）．佐藤（友）．

佐藤（元）．荘司．鈴木（弥）．関原．佐々木．

鈴木（肇）．斎藤（昭）．丹下．杉澤．松沢．

笹原（信）．塚原．忠鉢．田中．碓氷．山口．

吉野．日向．釆海．御橋．阿部（貢）．富田（利）

◎　出席委員会と職業奉仕委員会で便利表を作成し

ました。皆様のボックスの中に入れておきます。

〔‾‾広報委車重⊃
三井賢二看

「ロータリーの友」10月号、たて組31ページに田

中錦造君の「友好の絆を固く結んで」の記事が掲載

されておりますので、ご一・・読下さい。

（親睦活動奏盲をつ
皆川光吉署

010月会員誕生

石川寿男君．風間真一君

山口篤之助君．塚原初男君

斎藤　　隆君．秋野　　忠君

佐藤元伸君．石井敬三君

荒井宏明君
010月奥様誕生

鈴木須美子様．加藤典子様

佐藤康江様．石井博子様

玉城常磐様．斎藤津弥子様

荒井潤子様．塚原玲子様

佐古田智子様．佐藤登久子様

内山キ　ミ　様

（ス　マ　イ　ル〕

中野清吾君　米山功労賞を受賞致しました。

塚原初男君　10月2日、社会人ソフトボール大

会に準優勝し県大会に出場が決定

しました。

中野清吾君　10月1日、加藤紘一先生の講演会

に多数の出席をいただきありがと

うございました。

玉城俊一君　　同　上

富田利信君　　オリンピックの放送が無事終了致

しましたので。

鈴木弥一郎君　　店舗が新しく落成致しました。化

粧品部門は舞夢と命名しました。

奥様方によろしくお伝え下さい。

御情義諦君　鶴岡商工会議所商業活動調整協議

会（商調協）の委員、そして会長

を委嘱されました。

斎藤庄治君　　9月21日、つるしん理事長杯ゴル

フ大会に150名のご参加及び本会

のクラブ会員の皆様からも多数ご

参加いただき、ありがとうござい

ました。

佐藤　衛君　本日鶴岡市民プールの工事安全祈

願祭に出席し、定例の理事会を欠

席したので。

若生恒古君　　同　上

松澤主一君　10月1日から日本交通公社がJT

Bに社名が変わりました。今後と

もよろしくお願い申し上げます。

秋野昭三君　鶴岡薬局さんの仕事をさせていた

だきました。又、会員の皆様にご

ひいきいただきありがとうござい

ます。

石川寿男君　　9月28日の四クラブ合同親睦例会

に多数のご参加をいただきました。

市川輝雄君　　ロータリーの友に写真が載りまし

たので。

（ビ　ジ　タ　T」

鶴岡西R．C　　加藤有倫君．石黒慶一君

10月18日のプログラム予定

●川月9日のⅠ．G．F、10月15．16日の年次大会の

報告


