
第253地区鶴周ロータリークラブ第1521回例会会報1989（平1・8・29）（天候晴）

例会場　鶴岡市馬場町　産業会館5階ホール　　例会日　毎過火曜日　午後12‥30～巨30

房霜育て会員88名　出席60名　出席率70．27％　前回出席率74．32％　修正出席数67名　確定出席率81．08％

（会長報告）
高橋良士君

先週の納涼例会に先き立ち開催いたしました本

年度第1匝Ⅰクラブ協議会について御報告申し上げ

ます。

1）本年度予算編成について、特に前年度に比

較して増減の著しい、社会奉仕、インターア

クト、ローターアクト及び広報の各委員会の

予算について御説明し、委員長の皆様方の御

理解をえました。

2）各委員会活動につきましては本年度活動計

画のキーポイントについての質疑応答、コメ

ントを交えまして大変御熱心に御協議いた

だき今後のクラブ運営に資する所、極めて大

であったと思われます。特に休眠状態のロー

ターアクトクラブの活動が何年ぶりかで再開

がほぼ確実になった事は誠に喜ばしい限りで

あります。

3）特別委員会

①　第11回ライフ研修会準備委員会

明年5月11日より13日までの3日間

当クラブがホストになり、253地区第11回

ライフ研修会が羽黒国民休暇村をメイン会

場にして開催されます。地区レベルのかな

り規模の大きなプログラムとなりますので

会員皆様方の御協力を何卒よろしく御願い

申し上げます。目下、準備委員の人選中で

ありますが、定例理事会の御承認をえまし

て決定する予定でおります。

②　明年は姉妹クラブ台中藤区との続盟式の

年度となっておりますので早急に訪台準備

委員会を結成し、訪台の日程につきまして

板垣姉妹クラブ委員長が台中港区ロータリー

クラブと近日中、コンタクトをとる予定で

あります。

4）女性会員入会について
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本年4月、シンガポールでのRI規定協議

会で採択されました女性会員入会に関してで

ありますが、この件に閑しましては地区ガバ

ナーよりクラブレベルで慎重に決定する様に

との意向もありますので会員アンケートをと

り会員皆様方のコンセンサスをえた上で理事

会で最終決定したいと存じます。

8月26日（土）午後6時より、4クラブ会長、

幹事、親睦委員合同会議を行いまして、昨年度初

めて試みました4クラブ合同例会を、今後4クラ

ブの親睦と協調のためにも継続して行うこととい

たしました。

本年度は9月27日（水）と決定いたしましたの

で詳細につきましては追って御連絡いたします。

会員、三浦恒棋君の御尊父が94才の御高齢で天

寿を全うされました。

8月26日、午前11時より蓮台院で行われました

告別式にクラブを代表して参列して参りました。

会員皆様方と心から御冥福をお祈りしたいと存じ

ます。

（幹事報告）
佐々木莞彦君

1．来信・通知

①　8／25　ポリオプラスキャンペーン

日本ポリオプラス委員会

②　8／25　会報到着　　　　米沢西R．C

③　8／25　会報・年次計画書到着

鶴岡西R．C

④　8／261990学年度米山奨学生募集要項

米山奨学会

2．例会変更　　　なし

3．クラブ員全員に張先生の奥様より雑誌が送ら

れてきております。32頁に張先生の記事が掲載

されておるので皆さん是非読んで下さい。よろ

しくお願いします。

4．その他

（ヨ　ダイエーの佐古田君から転勤（仙台）にな

り退会の連絡あり。正式の日付は不明

（診　早坂徳治君から膝の具合が悪いので当分の

間例会欠席（出席免除会員）

③　本日は米山奨学会の日　1ドル　140円

（新入会員スピーチ）

「私の人生と旅の思い出」

J．T．Bへ入社後、海

外旅行日本橋支店に配

属となり業務渡航の担

当として仕事をさせて

いただきました。

その頃の思い出は、

福岡行日航がハイジャッ

クされた時期でした。主として旅券の申請と査証

高橋　　登君

の取得、航空券の斡旋等やっておりました。当時

は渡航手続きも今の様に簡単にはできず、外貨ド

ル持出しも制限が有り、銀行の外国為替で承認を

もらわないと両替ができない時代でした。いそが

しい中にも完了した時の満足感は、忘れられない

思い出でした。

日本橋支店の2年間後は、堀留支店に転勤にな

りました。一般支店なので、国鉄の切符から国内、



海外旅行全てひとりで担当しておりました。

オイルショック前の頃でしたので、繊維問屋さ

んの海外招待ブームでも有り、年間結構、海外添

乗も多く有りました。又、変わった思い出として、

帽子問屋の社長さんに依頼されて香港へ1泊2日

の旅行に行ったことです。お客様1名に添乗員1

名ということでしたので、ケースがないため添乗

は認められず、自分の休暇で行ってきた状況でし

た。

それから私が国内旅行のナンバーワンとして思

う観光地は美幌峠より見る屈斜路湖、それも層雲

峡、石北峠より北見を通過して上がるコースです。

なぜか心を洗われる様な景観でした。

それから熱海のホテルで、部屋から飛び降り自

殺したお客様の添乗で、家族への連絡、警察の事

情聴取等と、大変な思いをしたことがあります。

募集団体の場合、出発間際の参加申込みの女性の

ひとり旅には充分注意する様に。

毎日の業務量も多く、さばききれない程の忙し

い毎日でしたが、そういう中にも楽しく仕事をさ

せていただいた記憶がいたします。

そして東京から、地元酒田支店へ転勤になりま

した。酒田支店での思い出は四国から伊勢参りの

2週間位の日程で臨時列車の中で荷物番として泊

り込み添乗した思い出があります。それから、酒

田で河村弁当部の食中毒の事件があったことを思

い出す人もいることと恩いますが、その食中毒の

弁当を、庄内農業高校での北海道修学旅行の際の

お昼の弁当として添乗員と引率の先生方の一部の

み食べ、幸い生徒達は各自持参の弁当を食べるこ

とになっておりましたので助かりました。食べた

先生は函館からの夜行列車で苦しみ血をはく状態

でした。添乗員の私も腹痛と下痢でおなかの中に

何もなくなる状態まで頑張りました。自分の苦し

みをかくしながら札幌へ到着してから先生の救急

車の手配等をやり、何とか気力でもち続け、3日

間も何も食べないで添乗を続けました。登別温泉

で初めて食事が出来る状態になった思い出があり

ます。仕事としての添乗員の苦しみでもありまし

た。先生は1週間の入院後、帰ってきた次第です。

それから4年後、現在の鶴岡支店に転勤となり

ました。モスクワオリンピックの前年に、ソ連14

日間の旅に添乗させていただくチャンスがあり、

共産国を訪れるのは私も初めての経験でした。特

にアメリカ、日本等がオリンピック不参加の為、

対日感情も良くない時期の訪問でしたので不安な

所もありました。

その1つとして、ナホトカ入港時にひとりひと

りのチェックがさびしく、お客様に事前に配布し

てあってガイドブックが日本の色とカラフトの色

が同色の為添乗員が別室で聴取され、ガイドブッ

クも全て没収され通関にあきれる程、時間がかかっ

た記憶があります。又、駅、空港での写真は禁じ

られておりましたがお客様のひとりが列車から外

の景色をとった人がおりました。どこでみていた

のか、不思議な状況なのですが、どこかの駅から

取調べ員がきてフイルム・メモの没収という不愉

快なこともありました。又、見学ヶ所の集合時間

に5分位お客様が遅れた時には、「だらしのない、

日本の国会と同じだ」と現地適訳に添乗員が罵声

をあびせられる始末でした。とにかく歴史の深い

見るべき所が多いソ連で、お客様はそれなりに楽

しまれてきた様ですが、訪問時期が悪いせいもあ

り、添乗員としては、あまり好印象ではありませ

んでした。

その当時は無我夢中でしたが、今思えばひとっ

ひとっがなっかしい思い出として残っております。

海外添乗は50回前後、国内はかぞえきれない程あ

りますか、特に印象に残っている思いを書いてみ

ました。



最後の話題としてはカネ・ヒマ・情報の三拍子

そろった二十代の若い女性OLの現在の遊び方は、

2～3人連れて都市型ホテルを利用してホテルを

自在に使いこなすのがブームで、そういった女性

達をHANAKO族と呼んでいる。ディズニーラ

ンド周辺のしゃれた外観のホテルのロビーティー

ラウンジにはそういった若い女性の姿が目立つ、

宿泊客の3～4割はHANAKO族だそうです。

彼女達は荷物を2～3個平均持って、それも大型

バックにぎっしり荷物をっめている女性が大半、

宿泊が1～2泊の宿泊パターンにすればあまりに

も荷物が、この荷物はいかにも多すぎる。中味は

ほとんど衣類、この衣類こそHANAKO族の必

需品なのである。

一度チェックインするとホテルから一歩も外へ

出ずプールで泳いだりのんびり過ごす。その優雅

な生活シーンを演出するために必要になるのが大

量の衣類。レストラン、バー、ティールーム、そ

れぞれの場所に応じて洋服はもちろん、靴、アク

セサリー、果ては帽子に至るまでとっかえファッ

ションを楽しむ非日常性を楽しむ。高い交通費を

払って遠くに行くより近場でリッチに過ごそうと

言うHANAKO族が今後も増え続けそうだとい

うことです。

以上で大変中味のない話で申し訳ありませんが、

新入会員スピーチとさせていただきます。有難う

御座居ました。

（新入会員紹介）
庄司嘉男君

氏　　名　　柏　倉　淳　宏君

（かしわぐらあっひろ）

生年月日　　昭和14年9月24日

自　　宅　　鶴岡市家中新町12－10

職　　業　　東北電力㈱　鶴岡営業所長

家　　族　　奥様　紀　子様　S22．3．18生

長男　伴　彦様　S45．1．27生

次男　隆　夫様　S47．7．2生

略　　歴　　明治大学商学部卒

趣　　味　　囲碁、ゴルフ、スキー

（新会員挨拶）
柏倉淳宏君

只今ご紹介いただき

ました東北電力の柏倉

であります。先任の三

浦所長同様によろしく

お願いいたします。若

干、ご挨拶申しあげさ

せていただきますと、

台風13号、17号とあいっぐなかで、雨がたくさん

降りまして渇水対策と云うことで、非常に頭をい

ためておったのですが、回復したと良いニュース

があります。

もう一つ東北勢がおゝいに活躍しました高校野

球で電力のパワーがうなぎ昇りに昇りまして、8

月22日決勝戦のあった日最大電力更新と云う大き

な記録をさせていただきました。最近にない二つ

の良いニュースがございました。

私は事務系統の労務関係経理関係と云う仕事で

ございましたが、営業機関の第一線で仕事をさせ

ていただくのは初めてでございます。何分にも未

熟者でございますがよろしくお願いします。

◎御尊父葬儀のお礼の言葉

三浦懐紙君

父がこの23日、94才にて死亡いたしました。26

日の葬儀には会長、幹事殿はか大勢の方々から御

焼香いただき感謝申し上げます。

生涯で最も印象の深かった出来事は、44年前の



広島での被爆体験でしょう。一家5人奇跡的に助

かりましたが、今もってその時の事がはっきり頭

にきざみこまれております。

父は原爆の洗礼を受けて長生きしたのでしょう

（委員会報告）

（インターアクト委員会）

秋元淳雄君

Ⅰ．A．C第253地区年次大会参加報告

期　　　間　平成元年8月7日～9日

ホスト校　福島県立岩瀬農業高校Ⅰ．A．C

ホストRC　須賀川R．C

経　　　過

8／7　アーレン．M．マッキーを加藤氏引率し、

岩瀬農校、宇津峰寮、集会室にて開会

式、宿泊室（アーレン）鏡石旅館

参加高校生88人

PMll：00　秋元、虎屋ホテルに到着

8／8　鏡石旅館AM8：30出発し

宇津峰登山（626m1350年北畠顕信

の山城跡「南北朝時代」）をする。

所用時間60分、市民の森を経て下山し、

あぶくま洞へ向う（1時間）

（あぶくま洞、昭和42年、石灰石採掘

場で発見された鍾乳洞、長さ600m、

滝根御殿と呼ばれる場所は高さ、幅と

も30mあり、気温12℃、台風の影響で

中は、しずくが多かった。）

あぶくま洞から円谷幸吉氏の生家へ

（円谷幸吉：7人兄弟の7番目、東京

オリンピック第3位、後自殺、ゼッケ

ン77、自殺した日は1月7日であり、

等しくも、数字の7に縁があり、遺言

は有名）

見学後　～　宿舎へ

8／9　岩瀬農高宇津峰寮で、奉仕活動の後、

班別のブロック発表

閉会式　　次年度ホスト校酒田中央高

校　　アーレン乗せ帰鶴

（国際奉仕委員牟）

塚原初男君

27日（日）ロータリー財団奨学生候補者とカウ

ンセラーのためのオリエンテーションが福島市で

開催され、当クラブ推薦の泉川由起さんと一緒に

出席してまいりました。

主な内容は次のとおりです。

1．当地区の申請書類は、8名全員の分、すでに

先方に送付済みであること。

2．行先が決定されるのは、明年5月頃になる見

込みであること。

3．それまでの間、トウフエルの試験を、毎月受

験するつもりで勉強し、少しでも高い点数（55

0点以上、大学によっては650点以上）を取って

おくこと。

4．行先希望大学は、各自第5志望まで申請書に

記入してあり、その変更はできないが、第1志

望校に必ずしもOKされるとは限らないので、

5大学全部の入学願書等の必要な書類をあらか

じめ入手しておくこと。

以上であります。

今後、事態の進展にともない、逐次ご報告致し

ますが、ロータリー財団委員会、国際奉仕関連の

委員会の方々はじめクラブの皆様には何かとお世

話になると存じますので、その節には何卒よろし

くお願い申し上げます。



（親睦委員会）
中沢　　進君

先週8月22日、納涼例会におきましては会員の

皆さんのご協力のもとに開催できました。厚くお

礼申し上げます。今日の会報にも当日の模様が掲

載されております。写真うつりの立派な方もおり

ますので後程スマイルを期待しております。

（rス　マイ‘ル）

石井敬三君　先週前会長の市川さんより30周

年誌に対するお礼をいただきま

した

御橋義締君　48年前の幻のチームだった鶴中

同期生渋谷裕氏と組んで8月27

日荘内病院長杯軟式庭球大会壮

年2部で優勝致しました。

阿蘇司朗君　8月12日全日本少年武道大会空

手道鶴岡市の1年生、2年生の

部チームと5年生、6年生のチー

ムが入賞し鶴岡市の空手道もやっ

と全日本レベルになって喜んで

おります。

塚原初男君　先週24日、アーレンの誕生日の

パーティーに招待をうけ、本場

仕込みの自らの手でつくったア

メリカ料理をタップリご馳走に

なってきましたので

鈴木　肇君　先週日曜日斎小学校の竣工式に

地区の皆さんといっしょに喜び

をわかちあってまいりました

藤川享胤君　私がPTA会長を務めている第

5小学校創立115周年記念とし

て屋根付きの土俵場を建築し、

去る25日無事土俵開きを厳催す

ることが出来ました。この事業

に関して多くのロータリアンの

皆様にご友情をいただき感謝い

たしまして。又、娘（アーレン）

が佐藤元伸ご夫妻より四国旅行

に連れていってもらい本人が非

常に喜んでおりました。この二

つの件で

佐藤元伸君　マッキーアーレンと四国旅行を

し本人が非常に喜んでおりまし

たので

佐々木詰彦君　園児の在席数が90名を越え91名

になりましたので

高橋良士君　先週の納涼ビアパーティーで裏

方として大変なご努力して下さ

いました親睦委員会、SAA委

員会の皆さんに心より感謝致し

まして

松田士郎君　先週の納涼ビアパーティーで会

報に2枚の写真の掲載と笹原頭

取といっしょの写真などめった

にない事で

中沢　進君　先週の納涼ビアパーティーに会

員の皆様より大変など協力を頂

（ビ　ジ　タ　ー）

阿部興二君　（鶴岡東R．C）

0米山寄付額　　7．067円（鶴岡R．C）

会員スピーチ　　御　橋　義　諦　君


