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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

鞘OYROTARY！釆

ロータリーを楽しもう！

出席報告：会員91名　出席67名　出席率75．64％　前回出席率75．32％　修正出席数75名　確定出席率88．31％

（］し長報告）
高橋良士君

1）　桜の植樹について

社会奉仕委員会におきましては本年度の活動計
画といたしまして、都市景観モデル都市計画への
協力といたしまして、鶴岡公園前の市民やすらぎ
広場に桜を植樹する計画をしておりましたが、本
日、市役所助役室におきまして佐藤助役に桜植樹
の目録をお渡しして参りました。

午前11時からは当クラブ会員多数御出席いただ
きまして“そめいよしの”の若木10本を無事植樹
いたしました。

鶴岡公園の桜は県内でも有数の桜の名所として
知られておりますが、近年、桜並木の老木化が進
み景観上好ましくないということと、行政で補植

はされておるものの不充分であり、観光鶴岡の将

来を考慮いたしまして桜の若木を寄贈した次第で
あります。
やがて本日寄贈いたしました桜の若木が市民の

目を楽しませてくれるのも、そう遠い将来ではな
いと思いますが、今回の計画に際しまして市の計

画管理課と何度も折衝にあたられました斎藤社会
奉仕委員長始め委員会の皆様方の御努力に心から
感謝を申し上げます。
2）1990～1991年RIテーマ

費　タローのつぶやき
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十∴十．一言
普　誓誓るのは親父だけ。この際男同志仲良くい

3月5日から米国ダラスで開催されましたR．

Ⅰ国際大会へ出席しております佐久間ガバナーエ
レクトより葉書が到着しております。

次年度のテーマは
Honor Rotarywith faith and

enthusiasm
“ロータリーを高めよ．／

思いを尽くし、熱意を尽くし”であります。

（幹事報告）
佐々木缶彦君

◎　来信・通知
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妻妾接毒葦琶享妻妾三重奏萱
だ。俺だって犬の8年といえば人間なら60才位。膏

人生80才としたらまだまだ若い。　　　　薯
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次期分区代理、会長・幹事会
5月13日（日）地区協議会

登　録　3月31日まで

郡山東R．C

③　3／151930人ノ1991年度RIテーマ

ロータリーを高めよ、思いを尽く

し熱意を尽くして

次期PG　佐久間有責氏
⑤　3／16　農村地域と国際交流シンポジウム

後援のお敵い

鶴岡市企画室調整課

⑥　3／17　活動報告の為の巡回案内
日本国際飢餓対策機構

⑦　3／19　賜暇願い（阿部信矢君）
◎　例会変更

鶴岡西RC　第5例会のため
期　日　3月30日（金）

場　所　大　山　楼

点　鐘18：30

登録料　￥4000

酒田中央RC　つぼみ会のため

期　日　3月23日（金）

場　所　よしのや
点　鐘19：00

登録料　￥7000

〔牟異スピーチ〕

競馬　と、サ　ラ　ブ　レ　ット

馬に対して、競走馬、
映画の時代劇等以外に接

触する機会のない現代の

人たちには、軍馬改良、

農馬改良の話をしたとこ
ろで興味はもってもらえ

ないだろうが。
ロータリーの会員の中

には、親しく接した方々

もあるようです。
一方競馬となると勝負だけの関心事で、ギャン

ブルである。馬がどのように作られようと、どう

育てられようと、どうしたら強い馬が作りあげら
れるのか、そんなことには興味はないかたが多い
のでないかと思います。

今日は少々思いっさで、競馬、サラブレット、

騎手について話してみます。
※　競馬の初まり

紀元前16世紀、第18エジプト王朝のトトメス一

世が「メソポタミヤ遠征の勝利品として持ち帰っ
た、アラビア産の馬を宮廷の広場で競争させた」
とパピリスに書き残した。これが歴史に知られた、

最初の競馬だという。
日本では藤原時代から祭の一種の行事となって

いた。加茂の競馬が有名で、根岸で1866年、横浜

在留の英国人よって行われた競馬は近代競馬の初
まりとされている。

日本の競馬は近年異常なブームを呼び、平成元

年の中央競馬の述べ参加人員が、ついに1億人を
突破した。日本の人口が、おおよそ1億2，000万

人だから、この数字は、総人口の80％を越え、さ

斎　藤　　　昭君

らに、馬券の総売り上げ2兆5，000億円、正に記

録的な競馬ブームの到来といえる。
この背景にはなにがあったのだろうか。競馬は

ギャンブルという一種の形の部分から、日本中央

競馬会では、競馬場を明るく、楽しいスポーツの
場所にして、親子連れでも、女性でも気軽に楽し
みができるよう取り組んで来たことであります。

しかしこれを上回る効果をあげたのが、武豊騎

手の出現である。あとで申し上げます。
※「サラブレット」

サラブレットという名が初めて使われたのは

1806年。ジェームズ、ウザヒイが、「ゼネラル・

スタット・ブック」（サラブレット血統書）の第
一券を発行したのが、1793年であるからサラブレッ

トという名の発祥から、わずか180年である。

サラブレットは馬の品種のひとつとしてイギリ

スで作りあげられたもので、その改良の基礎馬種

は、トルコ馬、パルバリー馬、アラビア馬の三種

であった。とくにアラビア馬はいわゆるダーリ・

アラビアンと称されたものであって、サラブレッ

トの90％がこの血液を受けているといわれるほど

改良に大きな影響を与えたのである。今日のサラ
ブレットは英国人が競馬というその一点を目的と

して各種の血液を組み合せ長年かかり、繁殖させ

た結果であります。現在は世界的な規模で系統繁

殖が行われている競争馬である。
日本では大正14年血統登録を始め、遺伝学的に

個々の馬の血統を明らかにし個々の競争馬の資質
を明確にしている。

サラブレットは、人が作った最高の芸術品とい

われるとおり、何か人々を魅了する美しさをもっ



ている。人をひきつける不思議な魅力をもってい

る。サラブレットの美しさの特質は均整美的、釣

り合いのとれた美しさである。他の馬との相違点
が多くあるが省略致します。

※　若き騎手サラブレットの出現

武豊騎手は、プロスポーツ界のスーパースター
である。昭和44年3月15日滋賀県栗東町に生まれ

20才。父親は騎手として、通算1163勝をあげた、

「茎の魔術師」といわれた武邦彦で、その三男に
生まれ大学に進学した兄2人と違って小学生のこ

ろから騎手を志したという。そして中学校を卒業
すると競馬学校に入学して騎手として必要なこと
を身につけて3年間の競馬学校、当時はさほど目

立った存在ではなかったといわれる。17才11ケ月

でデビューした。加賀騎手がもっていた新人最多

勝レコードの58勝を27年ぶりに塗り替え、69勝を

あげ注目を浴びた。そして2年目は113勝をあげ

て関西のリーデング・ジョッキー。この11月の菊

花賞で史上最多勝のクラシック・ジョッキーとな

り早くも天分を発拝したのである。
※　花開いた天賦の才能

去年20才の武豊は騎手として不動の地位を築い
たのである。去年1年間の騎乗回数は726回、こ

れは過去最高だった岡部幸雄騎手の記録725回を

塗り替えた。このうち優勝は133回でデビュー3

年足らずで通算315勝をあげたのである。ちなみ
に去年入着賞金（本業付加賞金、距離割増し寅な
どを加えた総額）は、日本中央競馬会、新記録の
23億円を突破、騎手の収入はこのうちの5％だか

ら2年連続で年収1億円を突破したわけだ。現在
日本競馬会に東西合せて211人の騎手が登録され
ているが、武豊は当然所得ナンバーワン、である。

その強さは一体どこから来ているのだろうか。

サラブレットは走る宿命を背負って誕生するとい

われる。競馬では、ただ馬に任せて走らせておけ
ばよいというものではない。馬の脚質、気性をき

ちっと把撞したうえで、レースに臨まないかぎり、

その馬の特性を引出すことはむずかしいのである。

武豊の騎乗技術は一体どうなのか、馬の姿勢に騎

手を合せる、「随伴」という乗馬の基本がある。
その随伴が天才的だといわれる。つまり自然流な
のだ。馬に合せるのでなく、自分が馬に合せるこ

とによって、その馬の能力を実に巧みに引出すの
である。馬の持ち味を探る力はベテラン騎手も驚

くほどすぐれている。またスタートがいちばん巧

みなのは武豊だといわれている。競馬のスタート

はレースの勝敗に直接結びっくものだけに、騎手
のだれもがライバルよりも好スタートを切るよう

心がける。ゲートが開けば、走るために生まれた
サラブレットは本能的にスタートを切る。この時

騎手の身体は一瞬後れを取りあとから馬について
いくのが普通なのに武豊は暗により一瞬早く身体

が出ていくことがある。鋭い動物的な勘を持って
いるといえないだろうか。

昨シーズン武豊はClレース4回勝っている。
シャダイカグラでの桜花賞、イナリワンでの春の

天皇賞である。天皇賞の春秋連覇は史上5人目の
ことである。記録は次々と更新してきた。90年代

はさらに飛躍の年になりそうだ。

自然流の騎乗術、冷静な判断力、ものおじしな
い性格、勝負師として必要な要素は持って生まれ

たものかもしれない。

競馬の歴史は、その時代時代に現れた数多くの

名馬によって刻まれてきた。多くの騎手たちは、
その名馬の陰に隠れたものだといえるだろうか。

しかしヒーロー武豊の出現により、この歴史は
ピリオドを打つことになるだろう。スター・ホー

スの時から、スター・ジョッキーの時代を確立す

るためにも武豊は人一倍の努力を続けられるだろ

うの

（互会員紹介〕
庄司嘉男君

氏　　名　　宇　野　譲　治　君

生年月日　　昭和6年6月15日

自　　宅　　鶴岡市新海町11－38－AlO2

職　業　　山形スバル自動車㈱
代表取締役　社長

家　　族　　妻　幸　子様　S14．9．15生

長女　越　子株　S39．2．22生

長男　精　一様　S44．6．19生

略　歴　早稲田大学第一理工学部卒

趣味特技　　日曜大工、つり、ゴルフ、音楽

（新会員挨拶）
宇野譲治君

高い席から大変失礼致
しますが私の前任者が大

変お世話になりありがと
うございました。私は昨

年の7月から当地にまいっ

ておるのですが、当会に

是非入会させて頂きたい
と思っておりました。初

めての土地でありますの

で庄内地方の文化、言葉、

会社の内容などを勉強しないとお役にたてないと
考え今日まで延びてしまいました。このたび皆様

方の温かい御理解を得まして当会に入会させて頂
くことができました。どのようなお役にたてるか

わかりませんがどうぞよろしくお願い致します。



（盲「会挨畢〕
富田直治君

社命をもちまして3月
25日寒河江支部へ転勤す

ることになりました。思

い起こせば3年弱でした。

皆様に紹介して頂いて初
めての例会に出させて頂
いた時に、丁度会員スピー

チが斎藤昭さんの牛の話

を聞いて感銘を受けまし
た。今日の例会も斎藤さ

んのスピーチになっておりましてこれも何かの御

縁かなと思っております。
ロータリーの活動の中では1年目にSAA委員

会、2年目に会報委員会、3年目に職業分類委員
会だったのですが、2年目の市川会長年度の時、

会報が最優秀賞を戴いた時の仲間に入れさせて頂
いたことがすべてものなぐさめかなと思っており

ます。
3年前何もわらないまま静岡から鶴岡に来て、

歴史と文化の鶴岡を勉強しながら社業をやって来
ました。お陰様で会員の皆様、ご家族の皆様から

ずい分と御契約を頂戴しまして、鶴岡支部の責任
を果たすことができました。本当に高い席からで

すが御礼申し上げます。

子どもが鶴岡を気に入りましてどうしても私と
一緒に行くのは嫌だということで、女房と子ども

三人は鶴岡に残して単身赴任ということになりま

した。月に何回となく庄内ナンバー1837が動くか

と思います。又お逢いした節はよろしくお願いい

たします。最後に鶴岡ロータリー並びに皆様方の

益々のご発展を祈念致しましてお別れの言葉とい
たします。

〔スマイ「り

斎藤　　昭君　社会奉仕委員会の一大イベント
でありました桜の木の鶴岡市寄

贈が無事終了致しまして先程植

樹祭を盛大に行うことができま
したので

塚原初男君　4月から二女佳世子が富士建商
KKに入社、三女友理子が日大

農獣医学部林学科へ入学いたし
ましたので

高橋良士君　斎藤さんと同じく本日無事植樹
祭が終りましたので

松田士郎君　長男であります末っ子が鶴南理
数科に入学いたしましたので

三井　　健君　私、雛岡市民の森の会をしてお
りますので今日植樹祭に参加す

るつもりでしたか、午前中内陸
の方へ行って間に合わず大変申

し訳ありませんでした。社会奉

仕委員会の皆さんありがとうご
ざいました。

板垣広志君　次男が2年前大学を出てから普
通に働いておりましたが今回住

友金属のエレクトロニクスに入

社することになりましたので

板垣俊次君　先週3月14日に孫が誕生いたし
ました。せがれが2月14日生ま

れのバレンタインデーでその孫

がホワイトデーと、両方申し合

わせたようです。とうとうじい

ちゃん仲間に入ることになりま

した。

佐々木藷彦君　三井金物店の社長からいい写真
を撮ったねとはめられました。

今東北電力さんのロビーで写真
の展示会を行っていますのでお

出かけ下さい。
柏倉淳宏君　ただ今ご紹介いただきました通

り、佐々木先生のご好意で「ふ
れあいラウンジ」というコーナー

を設けてございまして皆様に親

しんでいただくということで写

真展を開催しています。お暇の
折是非ご来場頂きたいと思いま

（ビジ仁三二）

加　藤　有　倫君（鶴岡西RC）
松　浦　孝　幸君（　〝　）
佐　藤　　　掠君（　〝　）

㊥本日のロータリー財団寄附

9，873円

新会員スピーチ

早　坂　豊太郎君


