
第253地区鶴周ロータリークラブ第1544回例会会報1990（平2・2・20）（天候雨）

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12：30～1：30

攣展墓禁苧優綿轟彦紡ぎ観低蔽衝磁綺牡鹿鉢徹胎軸斎藤曙園牌改革原初異音綿羊鵬買
出席報告：会員88名　出席56名　出席率65．79％　前回出席率69．74％　修正出席数67名　確定出席率80．26％

（阜長報告）
高橋良士君

最上川の白鳥の北帰行が始まりまして例年より

も一足とびに春への鼓動が感じられる様になりま

した。

先週の例会は村上ガバナーの代理として志藤バ

ストガバナーの公式訪問が御座いましたが、例会

終了後、志藤バストガバナー御出席のもとに第4

回クラブ協議会を開催いたしました。

今回のクラブ協議会は特別な企画は行わず、何
の気負いもなく、鶴岡クラブの有りのままをみて

いただいたっもりであります。

即ち本年度のクラブ協議会の基本方針といたし

まして

1．活動報告は要約（summary）に重点をおき

活動報告の棒読みに終始しないように。
2．質疑・応答形式としディスカッションの時間

を充分とる。

3．クラブ協議会はクラブの諮問期間であるとの

観点からクラブ運営に関する積極的な提言を求
める。

以上の形式でクラブ協議会をすすめましたが、

志藤バストガバナーからは大変示唆に富んだアド

薯　商売と顧客管理
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ドバイス・コメント、又、各委員会からは活発な

発言がありまして、有意義なクラブ協議会をおえ

る事が出来ました。

各委員長の皆様方の御熱意と御協力に対し、深

甚なる敬意と感謝を申し上げます。

姉妹クラブ台中港区RC続盟式

参加人員13名

2月24日（土）鶴岡10：15白鳥出発19：50台北着

2月25日（日）台中港区RC歓迎パーティー

2月26日（月）台中港区RC続盟式

鶴岡RC・青梅RC・日本平RC

三クラブ合同

2月27日（火）台北市自由行動

2月28日（水）羽田着16：10

来週27日の例会は会長・幹事共に欠席となりま

すので、佐藤副会長、高田副幹事どうぞよろしく

御原臥1いたします。
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〔高専報告）
佐々木詰彦君

1；来信・通知

①　2／14　月信原稿依頼・クラブ紹介
3／5まで　ガバナー事務局

②　2／15　鶴岡市市民憲章推進協議会・常任

委員会　　3／714：00

③　2／16　RI日本支局から
ロータリーレート変更

現行140円を147円に　3／1から

④　2／17　会報送付に対する礼状

田中善六PGから

⑤　2／14　会報到着

遊佐RC・山形RC・山形西RC

⑥　2／19　第253地区RAC

第16回年次大会　郡山西RAC

4月21～4月22日

⑦　2／19　RI会長指名委員会委員について

RI

⑧　2／19　写真紀行・西郷隆盛

福田敏之著（鹿児島市）
2；例会変更

な　し

3；そ　の　他

持ち廻り理事会におきまして、東北電機鉄工㈱

鶴岡営業所長　太田史郎さん、㈱鶴ケ岡代表取締

役社長加藤恒介さん両名の入会を理事会で了承致

しましたので指名公表します。

世界社会奉仕・

近時の世界情勢は流動的で、人間性の尊重と平

和希求を基調にして、世界秩序の変革が進行して
いる。その動向を安定させることに役立つような

奉仕活動を実践したいと思う。近年、我が国の政

府開発援助（ODA）が活発に行われつつある。

多大な額の予算が投入されている。その中で最も

効率的と評価されているのが日本青年海外協力隊

である。最近、政府が非政府機関（NGO）への

補助金制度を実施し軌道に乗り始めたといわれて
いる。

NGOは民間で独自に途上国の援助活動をする

組織のことである。国際ロータリーや民間ユネス
コ協会世界連盟の組織はその尤たるものであるが

別格的なものである。
ODAは何億円という大型予算のものが多いが

NGOは百万円単位の予算で所謂、草の根の援助

というような状態である。（丁度現在外務省から

⊂野トスピーチ）

月間に当たって
三井　　徹君

ユネスコ協会の調査が入っています）（NGOの説

明は別紙新聞の解説参照）
このような国際的な援助（奉仕）活動の状況を

理解し、参考にして当ロータリークラブは自主的

な今後の活動を考えたい。

現在のポリオプラス・プログラムはロータリー

財団も参加した特別なものであるので、その終了

後に活動を開始するように研究、企画を進めたい
と思う。ポリオプラスはユネスコ関係者の間でも

高く評価されている。

今日はODA事業では最も高く評価されている

日本青年海外協力隊のOBであり、この度鶴岡市

ふるさと創生事業の武者修行としてアマゾン地方

の旅をして、帰郷なされたばかりの新鮮なお話に

加えて、協力隊の立場から渡部直人さんにスピー

チを頂くことにします。

ご静聴下さい。

青年海外協力隊について

青年海外協力隊　㈱山形県青年海外協力協会　渡部直人氏

協力隊（JOCV）は1965年にラオスと派遣取極

を締結してから、東南アジア・アフリカ・中南米・

大洋州諸国、51カ国に8，000名の隊員を送りだし、

最近では中国、インドネシアに続いて、改革の進

む東欧諸国への派遣も行われようとしている。同

隊では現在約2，00P名の青年が活動中であり、そ

の職種は180以上になっており、各国の派遣要請

はざらに増加している。

同隊は、現地の人々と生活を共にしながらの協

力活動が主であり、草の根の協力活動を目指して

おり、ODA（政府開発援助）の中でも、人が中

心となるものである。
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今、この協力隊の人材

不足が問題となっている。

西欧諸国のように、ボラ
ンティアの活動や、地域

活動に対する意識の高い

国々に比べ、日本の社会

はまだまだ協力隊員が安

心して活動できる状況に

はなく、特に帰国後の再

就職、特に地方において

いう意味で物心両面で私共遊佐クラブも大変お世

話になっております。

今後とも色々な面でご教尊いただく事となろう

かと思います。私共のクラブは昨年10月27日創立

20年と言う事ですでに経過しておりますが、4月

15日に20周年記念式典を行うことになり当クラブ

は80数名という大きなクラブです。どうぞ15名以

上の多数のご参加をお願い致します。

（重き石膏面）
のこの問題は著しい。

休職などの対応を各々の団体において、とられ

るようになることを希望する。また、積極的に人

材を協力隊に送り出す環境整備と協力隊活動に対

する理解が必要である。

日本のODAに対する批判は多く、特に金を出

せばよいというものではないし、相手国の立場に

たってニーズに適格に応えられる質の高い援助が

必要であり、その為の人材の派遣にもっと力をそ

そがなくてはならない。

日本から派遣される技術者の数は西ドイツ・イ

ギリスなど援助国の中でも少なく、さまざまな日

本批判がされているが、今こそ日本は、発展途上

国の為に国を揚げて協力活動に取り組む必要があ

り、義務でもある。

特に協力隊のような、相手国の中に、溶け込ん
で活動することは互いの理解を深めるとともに血

の通った援助こそ、今後の日本を支えてくれるで

あろう。現在の途上国にとって必要なものであり、

未来の日本を考えると今こそ日本の出番である。

日本の青年が協力隊に安心して参加できる環境

づくりのために是非ご協力をお願いしたい。

◆　遊佐RC創立20周年記念式典
遊佐RC　帯谷修一君

大変貴重な時間をさいていただきありがとうご

ざいます。

私共のクラブも当クラブと同じ火曜日が例会で
ございまして初めて当クラブにまいりました。し

かしながらロータリーは知り合いも深めるという

第一番の目的がございましていろいろな集会でお

知り合いを広める事が出来まして本当に幸いと思っ

ております。こちら様ではすでに30周年と言う歴

史をこえられまして素晴らしいクラブであります。

特に亡き早坂バストガバナー又本日お見えになっ

ております石黒バストガバナーの出身クラブと言

う事で今迄の活躍は指導的立場として庄内分区の

大事な役目をはたしておるわけであります。そう

早坂徳治君
大変長い間皆さんにご

迷惑をおかけしました。

昨年7月に前から痛ん
でおりました右足膝の問

節がにわかにはれあがり

悪化しどうしても苦しく

歩行はもとより寝るにも

寝れない様な状況に立ち
いたりました。今迄我慢

をしたのがもっとも私の

欠点でありましょう。

主治医の諸橋先生による手術の結果は大変良好

でありますが先程会長さんの申しました通り、本

日83才の誕生日を迎えました年令が年令でござい

まして回復がなかなかおそく徐々に回復はしてお

りますが相当長い期間を要する様ですので誠に身

勝手なお願いでございますが急遽（キュウな）退

会を申し上げました所、皆さんより快く快諾を得

まして本日は挨拶をさせていただく事になりまし

た。長い間エルサンを通しまして親子共々お世話

になりました。今後ともよろしくお願いします。

村中文章君
4年間でしたけれども

大変お世話になりました。

私も転勤族の1人でした

けれども、今年1年位は

大丈夫ではないかと思っ

ておったんですけれども、

くるべきものがきまして

2月27日付けで仙台本社

の社長室の方に転勤する

ことになりました。4年

前この鶴岡にまいりました時には右も左もまった

くわからない状態でして仕事上も大変悩んでおっ

たわけですけれども、当クラブに入会させていた

だきまして毎週色々な方と色々なお話をさせてい



ただき、又、色々ご指導いただき本当に助けてい

ただきありがとうございました。

4年たったいまでは一人でも夜、七日町、昭和

町を歩けるようになりました。ありがとうござい

ました。

今度の仕事は今迄の仕事とまったく違いまして

社長室で人事関係の仕事になりますが、この4年

間の問に色々な面で視野を広げていただきました

事は、皆様のあたたかいご友情とあらためて感謝

申し上げます。

後任には若松営業所より太田史郎と言う者がま

いりますが、皆さんのご配慮をいただいて又会員

にしていただくかと思いますが、又よろしくお願

いします。当ロータリークラブのますますのご繁

栄と会員皆様のご健勝をお祈りしまして退会の挨

拶といたします。

（委員会報告）

（国際奉仕委員会）
塚原初男君

「第3回在鶴留学生、研修生との懇親の夕べ」

ご案内の件

本年は鶴岡東クラブの世話役にて1月3日（土）

グランドエルサンにて鶴岡3クラブ合同の懇親会

です。従来他クラブのメンバーが多数参加してお

り今回は15名以上の参加をお願いします。

〔盲マイ　ノり

新穂光一郎君　全く見ず知らずの18才のお嬢さ

んから私の娘宛てに手紙をいた

だきました。今から18年前に娘

が日本海に漂流した折りの新聞

の切り抜きを添えて「私の名は

石川恵子と言います。母はあな

たの様な精神力の強い子供に育っ

てほしいと願って恵の字を頂戴

したのだと申しております。で

すから貴方は私の名付け親なの

です」とても緒麗な字でしっか

りした文章で、私達にしてみれ

ば風化した出来事なのですが娘

共々に感銘致しました。

佐藤　昇君　皆さん方のお手元に次期理事役

員、各委員会名簿をお渡ししま

した。色々ご都合あるとも思い

ますがよろしくお願いします。

力不足の会長でございますので

皆様方より絶大なご支援を戴き

たいと思います。尚、次年度ガ

バナー訪問が新年度草々に7月

24日に予定されており各委員長

さん方には早めの準備をお願い

したいと思います。両方合わせ

てスマイルします。

忠鉢　　徹君　職業奉仕委員会行事の先週の東

京第一ホテル鶴岡の職場訪問無

事終わりまして。

帯谷修一君　20周年記念式典参加要請スピー

チありがとうございました。

早坂徳治君　退会挨拶

村中文章君　　〝　〝

（ビ　ジ　タ　二つ

村　上　淑　郎君（遊　佐RC）

帯　谷　修　一君（　〝　）

成　瀬　菖　哉君（鶴岡西RC）

滝　　　禅　涼君（立　川RC）
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