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国際ロータリー第2800地区1959年6月9日創立

⑮東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）怒堅診毎週火曜日（12：30～13：30）

平成27年7月21日（火）　第2723回例会　（本年度第1回）

7月28日（火） �2015－2016年度各委員会の活動計画（診 

8月4日（火） �ゲストスピーチ　声楽家　鈴木美智子氏 

8月11日（火） �Rl規定休会② 

8月18日（火） �クラブ協議会① 

Eメール◎tsuruokaO8＠rid2800．jpホームページ◎http：／／www．tsuruokar⊂・Org／

会長あいさつ　　　　　会長／越智茂昭

本日はガバナーをお迎えし、2015－2016年度第
一回例会がもたれたこと喜ばしく思います。

今年度が始まり早くも一週間を経過しました。こ

の間、地区のクラブ奉仕グループセミナーが米沢で

開催され3名の会員に参加して頂き有難うござい

ました。開場さんのお話しは大変有意義であり、今

後のロータリー活動の資となったものと思います。

そして、5日、日曜日は早朝から会員を始めローター

アクトの参加を得て内川清掃の奉仕作業を行いまし

た。参加された皆さん方お疲れ様でした。

社会に恩返しを

今年度、私の心構えをお話ししたいと思います。

今年度のクラブターゲットは「社会に恩返しを」と

させて頂きました。

このロータリー活動も本日お見えになっているガ

バナー始め地区役員の方のご指導があってのもので

あり、先ほど頂きました食事にしましても食材を生

産して頂く方、料理をして頂く方、多くの方々のお

かげで美味しく頂けるものであります。この方々に

お一人お一人にお礼を申し上げるのは不可能であり

前年度丸山会長・菅原幹事へ感謝の花束贈呈

ます。幸いにも、私どもは奉仕団体であります鶴岡

ロータリークラブの会員であります。ロータリーク

ラブの5つの奉仕活動、職業奉仕、青少年奉仕、

社会奉仕、国際奉仕そしてこれらの活動を支えるク

ラブ奉仕をつうじ社会に恩返しをできればと思い、

今年度のクラブターゲットとさせて頂きました。

幹事報告　　　　　　幹事／武田啓之

◎ガバナー事務所

ロータリーレート　7／1より　124円／1ドル

◎直前ガバナー事務所

2014－15年度任期満了のお礼とご挨拶御礼

スタンドからグランドへ
国際ロータリー第2800地区ガバナー　酒井　彰

41歳の時、私はロータリーに入登

らせていただきました。自分の親、ト

父から「入れ」と言われたから入っ

ただけです。それが、こうやって

皆さんと知り合いになる。「人は、

その可能性を増すために、未知の

人と出会う」という言葉があります。

それが、「ロータリーの縁を活かそう」という、基

本理念でございます。

さて、すべての共同体というのは20－60－20の原

理にわかれます。前の20％がわかるような難しい

こと言ってもダメ。それよりも60％と後の20％の

人たちにも参加していただくこと、そのためには、

観覧席にいないでいっしょにプレイしましょうよと

いうことで「スタンドからグランドへ」という言葉

を作りました。

いろんな人がもう一回、とにかく参加してほしい。

■Rは長K．R．〟ラビ〝ラビンドラン　■地区ガバナー酒井　彰

腰会長／越智茂昭警副会長／木村　節覇幹事／武田啓之菰会長エレクト／加藤　亨
遜会報委員会／佐藤詩郎・阿部純次・菅原成規

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1F　旺狙（0235）28－3375田（0235）28－3376



そうすることによって、友情がわきますし、一緒に

行動することによって奉仕がわかる、それでロータ

リーが素晴らしい会だなということがわかる。その

ために私は、このテーマを考えました。

RI会長ラビンドランさんは、「世界へのプレゼン

トになろう」と言っています。Beagifttothe

world、一つは、ポリオ撲滅。一つは、会員増強。あとは、

財団に寄付しましょう、ブランディングをあげま

しょう、方針はこれです。簡単に言うと、数と金と

ブランドしかない。私なりにようやく納得しました。

すべての組織は、数と金がないと強くなれない。数

は力なり、力は正義なりです。ブランドというのは、

金と時間がかかる。そのブランドを作ることによっ

て、求心力が増す。組織の力が強くなると、自分た

ちが緑で入ったロータリーという存在、自分のアイ

デンティティが強く感じられるということ、これに

結びつくんじゃないかという気がいたしました。

ロータリーは、最初は友情だと思います。「益者三

友あり」というとおり、「直言する友達」「癒し系の

友達」「いろんな知識のある友達」そういう人たち

を見つけて、共に笑い、共に飲み、共に奉仕し、そ

してロータリーを楽しむ。そこに、ロータリーの原

点があると思います。是非、皆さんのロータリーク

ラブが、もっと活発になりますように。ロータリー

に入った縁をどうか活かしていただき、ロータリー

の心と原点を再確認していただいて、会員皆さんが

スタンドからグランドに出て、一緒にプレイしま

しょう。

ご清聴ありがとうございました。

抽e内日活措

おはようございます。さあ始めよう！

敬天愛人石碑

呑員会報告
出席委員会

メークされた方

藤川享胤君

岸ノ忍轡確脇
菅原成規君　花束有難うございました。前年度一年

間、ご協力ありがとうございました。

加藤　亨君　内川清掃欠席のお詫びと、26日金峯

参道整備への出欠を早めにお願いいたします。

佐藤孝子君　越智会長、武田幹事今年一年よろしく

お願いします。酒井ガバナー、内藤地区幹事本日

は鶴岡RCに来て頂き有難うございました。

富樫松夫君　酒井ガバナー、内藤幹事の船出を祝し

て。

木村有為君　本日親クラブである鶴岡RCに酒井ガ
バナーと公式訪問させて頂きました。この一年間

皆様とともに第2ブロックで頑張ってまいりま

すのでよろしくお願いいたします。

酒井ガバナー　よろしくお願いいたします。

藤川享胤君　酒井ガバナーの公式訪問に敬意を表し、

ロータリー財団と米山奨学会にスマイル致します。

越智茂昭君　酒井ガバナー有難うございました。こ

の一年間楽しくやりたいと思いますのでよろしく

お願いします。

ゴミがたくさん集まりました。ご苦労毒

⇒
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世界へのプレゼントになろう

国際ロータリー第2800地区1959年6月9日創立

クラブ
⑮東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）⑬毎週火曜日（12：30～13：30）

平成27年7月28日（火）　第2724回例会　（本年度第2回）

8月4日（火） �ゲストスピーチ　声楽家　鈴木美智子氏 

8月11日（火） �RI規定休会（診 

8月18日（火） �クラブ協議会① 

8月25日（火） �だだちゃ豆家族例会 

Eメール◎tsuruOkaO8＠rid2800．jp　ホームページ◎http：／／www．tsuruokar（．Org／

会長あいさつ　　　　　会長／越智茂昭

（会長代理　加藤　亨君）

1．アイサさんの帰国について

青少年交換学生、アイサさん

が7月13　日朝、庄内空港から

帰国されました。第2ブロック

各クラブからホストファミリー

を始め、大勢の方が見送られま

した。当クラブからは、会長、

佐藤孝子さん、佐藤久樹さんが見送りしました。来

年の台湾での再会を約束しました。楽しみにしてい

ます。

2．鶴岡ローターアクト総会について

鶴岡ローターアクトの総会が、7月13日夜開催

されました。当クラブからは、会長、幹事、青少年

奉仕理事の佐藤孝子さん、ローターアクト委員長の

佐藤久樹さんが参加しました。そして、鶴岡南ロー

タリークラブの恩田次郎さんから出席して頂きまし

た。

前年度の活動報告、収支報告及び今年度の活動計

画、収支予算が承認されました。会員が少ない中、

大変活発な活動をしており、大変うれしく思いまし

た。ただ、前年度予算が不足し、全額個人負担での

参加が数件ありました。今年度はスポンサークラブ

の当クラブとよく調整してもらいたい旨お願いしま

した。

3．理事会決定事項

①東北電力鶴岡営業所　所長阿部正剛さんの入会

申し込み

②だだちゃ豆家族例会

4．金峯山登山道整備

7月26日（目）大勢の参加をお願いします。

5．モンゴル国からのお客様

モンゴルのガラー理事長からメールが佐藤孝子さ

んに届きました。ブヤン校長が27日に鶴岡に用事

でいらっしゃいます。元米山奨学生で現在ガラーさ

んの後をついで校長になられています。

28　日の例会に是非出席して皆さんにど挨拶した

いそうです。

幹事報告　　　　　　幹事／武田啓之

◎国際ロータリー

第106回国際大会の各種映像資料ロータリーウ

ェブサイト掲載のお矢口らせ

◎米山奨学記念館

2015年度上期普通預金寄付金のお願い

◎ガバナー事務所

インターアクト地区外研修について

日時：8月9日一11日　2泊3日

参加経費：スポンサークラブ負担一人2万円

送金締切：7月30日

今年度委員会活動計画（事

ロータリー情報・広報妻員会

委員長　真島吉也君

本年度の計画は、昨年と同じく、

阿蘇さんと二人で交互に『ロータ

リーの友』の紹介をして参ります。

次に新入会員をお迎えして、ベテ

ランの会員のお話をお聞きする

「炉端会議」を機会がありました

■RI会長K．R．〟ラビ′′ラビンドラン　『地区ガバナー酒井　　彰

肇会長／越智茂昭肇副会長／木村　節意幹事／武田啓之表会長エレクト／加藤　亨
詔会報委員会／佐藤詩郎・阿部純次・菅原成規

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡55ビル1F【田（0235）28－3375田（0235）28－3376



らやりたいと思っています。

最後に、来る8月1日（土）に開催されるシュ

バイツアー博士に関する講演会を鶴岡ロータリーク

ラブとして後援させていただくことになりました。

シュバイツアー博士は、もともと牧師さんで有名

なオルガン奏者、バッハの研究家でもありました。

30歳の時、医学の勉強を始めました。そして第一

次世界大戦の始まる少し前に、アフリカの赤道直下

にあるランバレネという所に診療所を開いて、近代

的な医療に恵まれない大勢の現地の人たちの診療に

当たりました。彼は、ノーベル賞受賞者であってロー

タリアンでもありました。日本にも多くの心酔者が

いますが、鶴岡市出身の婦人科医で北海道大学の名

誉教授である鈴木先生もそのお一人です。先生は、

弘前大学の婦人科の名誉教授の方とお二人で、生ま

れ故郷である鶴岡でシュバイツアーに関する講演会

をやりたいというお考えをお持ちでした。文化活動

で知られる当市の黒羽根先生に声をかけられ、私の

同級ですが、荘内銀行の青柳君も抱き込んで後援会

の準備をしました。私もお役にたちたいと思い、鶴

岡クラブに後援組織になるようにお願いをし、快く

お許しを頂きました。パンフレットの中には鶴岡

RCの名前が出ています。入場無料ですが、整理券

を少し分けてもらいました。チラシと一緒に置いて

ありますのでお持ちください。以上です。

会員増強・内部資料委員会

理事　佐藤友行君

現在、地方の経済については、

アベノミクスの恩恵にはあずか

れずに厳しい状況下におかれて

います。こんな中で2800地区の

会員を増強するということは大

変難しいと言わなければなりま

せん。しかしロータリーが機能

するためには、会員が必要であると思います。

今年度2800地区の基本理念は「ロータリーの縁

を活かそう」、そして基本方針、友情、奉仕の再確

認「スタンドからグランドへ」を実践するためには、

会員の増強は欠くべからざるものと認識しています。

また同時に退会を防止することも欠かせないと思い

ます。会員増強は委員会そして会員全員で取組んで

いかなければ実現は難しいと思います。2800地区

の基本理念、「ロータリーの緑」を見直し、人材を

掘り起こしていきたいと考えています。

会員の皆様には常に会員候補者の情報交換をお願

いいたします。当クラブは近い将来創立60周年を

控えています。輝かしい歴史と伝統の一頁に花を添

えるため、会員の皆様の豊かな人脈を生かして、識見、

人格に優れた新会員を獲得しなければと考えていま

す。純増4名を目標に取組んで参りますので、皆

様の絶大など支援、ご協力をよろしくお願い申し上

げます。

また、会報委員会の協力を仰ぎながら、「会員ミ

ニコラム」を会報に掲載したいと思います。人生の

達人である会員の皆様のちょっといい話をど披露頂

ければと思っています。どうぞよろしくお願いいた

します。

クラブ管理運営委員会

理事　富樫松夫君
5月15日、所属の委員長さんと

打合せを行いました。私から、以

下4つのことを話させていただき

ました。

1．クラブ管理運営委員会に属す

る4委員会と綿密な連携を図り、

クラブ活性化に取組む。

2．1年を2期に分け、上半期の10月と下半期の

2月に4委員会の各委員長並びに委員で例会運

営・行事等の点検・確認をし、クラブ運営の円滑

化に努める。

3．出席率向上に努める。

4，姉妹友好クラブである、台中港区扶輪社との続

盟式並びに式典に多くの会員が参加できるように

努める。

4委員会のそれぞれの具体的活動につきましては、

ここでは省略し、近々発行される活動計画書を参考

にして頂きたいと思います。

各委員会の委員長さんを始め委員全員で寛容の心

でクラブ活性化と親睦を図ってまいります。越智会

長の目指す「社会に恩返しを」を実践してまいりま

すので皆さんの協力をお願いいたします。

香呂会報告
出席委員会

◆メイクされた方

阿蘇司朗君　藤川享胤君

◆ゲスト

米山奨学生　王莫非君

圭∴恕轡琢脇
加藤　亨君　会長代理をさせて頂き、ありがとうご

ざいました。

丸山隆志君　前々回出席率90％以上になりました。

また、よろしくお願いします。

一一　専一－

米山功労クラブ　　　や
第17回米山功労クラブ

鶴岡ロータリークラブ殿

多額のご寄付に対レむから感謝の憲を表します

2015年6月
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⑮東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）⑮毎週火曜日（12：30～13：30）

平成27年8月4日（火）　第2725回例会　（本年度第3回）

8月11日（火） �RI規定休会② 

8月18日（火） �クラブ協議会① 

8月25日（火） �だだちや豆家族例会 

9月1日（火） �理事会・情報委員会の日 

Eメール◎tsuruokaO8＠rid2800．jpホームページ◎http：／／www．tsuruokarC．Org／

会長あいさつ　　　　　会長／越智茂昭

1　モンゴル高校　ブヤン氏の歓迎

当クラブへの訪問有難うございます。

2　金峯山登山道整備について

26　日（日）会員12名の参加を得て登山道の整

備を行いました。梅雨明けの初日、暑い中の作業お

疲れ間さまでした。

樋渡さんと私の親しい方で大塚町の五十嵐さんが

たまたまおいでになったのでお手伝いをお願いし快

く協力して頂けました。鶴岡ロータークラブの矢口名

産向上に繋がったのではと思っています。

3　臨時理事会についての報告

（D鶴岡東高校IAC地区外研修への助成いついて

（協議事項）

今年度のインターアクト地区大会のホストを鶴

岡東高校が担当することから、その研修のことも

あり今年度に限り「学校または生徒」の負担分に

ついても助成する。

（∋米山奨学生王さんのRAC年会費について

（報告事項）

米山奨学生のカンセラーである藤川君が、カン

セラー活動費から拠出する。

4　元会員御橋義諦氏の逝去について

元会員御橋義諦氏は、去る7月23日87歳で逝

去されました。

葬儀告別式は昨日13時よりアクサン鶴岡にて執

り行われ、多くの会員の方が参列、お別れをしてき

ました。なお、ご遺族に会則に則り香典を持参し謹

んでお悔やみを申し上げてきました。

御橋さんは1988年1月7日に当クラブに入会

され、お体の調子を崩されて2009年6月29日を

もって退会されました。当クラブに在籍された21

年半の間、1994－95年度に会長を、そして翌年度

の1995－96年度に地区代理の要職に付かれるなど

ご活躍されました。

ところで、御橋さんは私の推薦人でもあります。

顧みますと、御橋さんと私の出会いは昭和63年

（1988年）今から27年前、私が艦長で酒田港に

入港した時からです。

ご葬儀の時も出ましたが、海軍兵学校76期、士

官への勉強半ばで終戦となり夢かなわず、それが高

じたのでしょうか、大変な海軍、その後継である海

上自衛隊びいきであり、その時も酒田の相馬楼でそ

れは大そうな歓迎を受けたものです。当時は御橋さ

んの先輩方、実弾の下をくぐり、油の浮いた海を泳

いだ大先輩方が大勢健在であられたので、御橋さん

や当時酒田市長であった相馬さんは下働きで汗をか

いておられたのを今でも鮮明に覚えております。

その後も、現役の時はもちろん退職後も酒田に自

衛艦が来るたび酒田の料亭で海軍を忍び夜遅くまで

飲み、また軍歌を歌ったものです。

ここに謹んで故御橋義諦氏のご冥福をお祈りし、

会長報告とさせて頂きます。

幹事報告　　　　　　　幹事／武田啓之

◎ガバナー事務所

米山奨学セミナー開催のお矢口らせ

日時：8月22日（土）16時～17時

場所：パレスグランデール　登録料：2，000円

今年度委員会活動計画（奉

社会奉仕委員会

社会奉仕理事　菅原成規君

先日酒井ガバナーが訪問され、基本方針「スタン

■R場長K．R．〟ラビ〝ラビンドラン　■地区ガバナー酒井　彰

竃会長／越智茂昭讐副会長／木村　節慧幹事／武田啓之厳会長エレクト／加藤　亨
腰会報委員会／佐藤詩郎・阿部純次・菅原成規

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1F【田（0235）28－3375皿（0235）28t3376



ドからグランドへ」を掲げられま

した。ロータリーのイメージアッ

プは地域との密着からと話されま

した。酒井ガバナーの基本方針を

踏まえ、社会奉仕委員会では三つ

のことを取り上げて参ります。

1．他団体と連携、協力しながらの、

地域社会への奉仕活動

内川清掃への参加、由良香頭ケ浜の海岸清掃な

ど、他団体と連携協力しながら、例年通り実施し

ていきます。

2．地区補助金を活用した社会奉仕活動

地区補助金を活用した金峯山の参道整備も二年

目となりますが、引き続き実施します。また、来

季の申請も行いたいと思います。

3．東日本大震災復興支援事業の継続

前年度は支援金を活用して、日本教育空手協会

東北地区本部との共催で、日本教育空手協会東北

大会を実施。石巻市からも、小中学生、指導者、

保護者合わせて80人ほど参加しています。

今期も支援金を活用した復興支援事業を継続し

ていきたいと思います。

職業奉仕委員会

職業奉仕理事　小林健郎君

職業奉仕のカウンセラーは細谷
バストガバナーです。細谷氏は

職業奉仕とは、平たく言えば良心

的に仕事をしなさいということだ

と申しております。私自身は思い

やりの心を持って仕事をすること

と思っています。

職業奉仕はロータリーの五大奉仕部門の一つとし

て位置付けられており、会員一人一人が認識を深め

ていただく為、地区より講師（地区の大委員長）を

招き、地区が作製し配布される予定のパワーポイン

ト資料により研修会を他クラブとの共催により行う

事と致します。また、昨年に引き続き、職場訪問例

会を実施します。

青少年奉仕委員会

青少年奉仕理事　佐藤孝子君

昨年に引き続き、インターア

クト委員会・ローターアクト委

員会が1つになり青少年交換事

業を含め青少年奉仕活動に参加

したいと思います。

6月のインターアクト年次大会

は、鶴岡東高校担当となるので

学校側ともよく協議して成功させたいと思います。

ローターアクトの例会には必ず委員誰かが参加する

よう体制を取ってまいります。
・青少年奉仕として英語弁論大会、中高創作考案展

の支援協力
・青少年交換来日学生の受け入れ

8月10日にテキサス州からアリーという女子学

生が来ます。スポンサーは余目RCで、ホストファ

ミリーのすべてを余目でやっていただきますが、第

2ブロック全体での受入れです。だだちゃ豆家族例

会に早速招待しており、皆様に紹介したいと思いま

す。

羽黒高校の山崎奈央さんを台湾に派遣します。鶴

岡RCがスポンサークラブです。鶴岡南RCスポン

サーで台湾、トナンに行く酒井君とともに8月22

日出発します。派遣する生徒の報告書は今年からガ

バナー月信に載りますので楽しみにして下さい。
一年間会員の皆様の御協力よろしくお願いします。

挨拶　シモン学園工業高等専門学校校長／ブヤン氏

みなさん、こんにちは。私はブ

ヤンと申します。現在シモン学園

工業高等専門学校の校長をしてい

ます。今回、私は、鶴岡高専にお

邪魔させていただきました。現在、

私の新モンゴル工業高等専門学校

の先生が鶴岡高専にお世話になっ

て研修に来ています。その先生方の様子見と鶴岡高

専の皆さんにお礼を兼ねて今回参りました。

ジャンチブが15年前に山形の皆さんにお世話に

なって、日本式の高校をモンゴルに初めて作りまし

た。それが今モンゴル国内の中でも知名度の高い学

校になっており、10月に15周年を迎えます。モ

ンゴル国内の高等教育発展にも頁献しています。今

後ジャンチブと私が力を合わせて専門的な人材をモ

ンゴル国内で育成し、また、日本の企業とも協力し

て国の発展に尽くしたいと思っています。どうぞ今

後ともよろしくお願いいたします。

、∴認琶確脇

佐藤孝子君　ブヤン校長鶴岡へようこそ！

加藤　亨君　金峯山参道補修有難うございました。

藤川さん、コロッケ大変おいしかったです。

樋渡美智子君　①御橋さんからの推薦がきっかけで

ロータリーに入会しました。（∋孫の応援団長の写

真が‘支える力”として大きく山新に掲載されま

した。

阿部純次君　7月26日金峯山参道整備参加の方ご

苦労様でした。

越智茂昭君　ブヤンさん訪問有難うございました。

先週は休みまして申し訳ありません。御橋さんの

ご冥福をお祈りします。

藤川享胤君　ボヤイさんを心から歓迎いたします。

御橋先生に哀悼の意を表します。

佐藤久樹君　鶴岡東高校の甲子園出場を祝して。
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クラブ
（重囲東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）⑮毎週火曜日（12：30～13：30）

平成27年8月18日（火）第2726回例会　（本年度第5回）

8月25日（火） �だだちや豆家族例会 

9月1日（火） �理事会・情報委員会の日 

9月8日（火） �英語弁論大会優勝者のスピーチ 

9月15日（火） �ゲストスピーチ　小林好雄氏（予定） 

Eメール◎tsuruokaO8＠rid2800．jp　ホームページ◎http：／／www．tsuruokarC．Org／

会長あいさつ　　　　　会長／越智茂昭

1．理事会決定事項

（1）今年度予算を承認して頂きました

（2）阿部正剛（ただよし）君の入会承認しました

東北電力株式会社　鶴岡営業所　所長

職業分類　電力事業

役職　ローターアクト委員会

会員数　34名

2．青少年交換学生アミーさん来鶴します

8月10日（月）第一便0750庄内空港着です

3．台中扶輪社との続盟式について

今年度、台中港区扶輪社が45周年の式典をす

る際に続盟式もしたいとのことです。

4．第46回鶴岡田川地区小中学校児童生徒

考案創作展について

後援・審査委員の派出・鶴岡ロータリー会長賞

の授与

5．地区大会について

11月7日（土）グランドホクヨウ

08：00～　登録受付　08：30～　第2回本会議

17：10～　会員懇親の夕べ懇親会

18；30　　閉会挨拶

大分先のことですが、全員参加で登録料は皆様

の会費の中から納めていますし、クラブで送迎用

バスを用意するのでまずは参加でお願いします。

6．ゲスト・ビジターのコーヒ代について

百円玉を幹事テーブルに置きます。活用下さい。

幹事報告

回

幹事／武田啓之

○ガバナー事務所

地区大会開催のご案内

【1日目】日時：11月6日（金）

会場：東京第一ホテル米沢

【2日目】日時：11月7日（土）

会場：グランドホクヨウ

締切8／31

0ソロプチミスト

未来につなごう・チャリティー音楽祭のご案内

日時：8月23日（日）

会場：鶴岡中央公民館　市民ホール

ミニコンサート
メゾ・ソプラノ歌手　鈴木美智子氏

皆様こんにちは。鈴木美智子と申します。阿蘇さ

んとの関係ですが、特別ということではございませ

ん。酒田でピアノの演奏をされた方が素晴らしかっ

たので、私のコンサートに是非とお願いしましたと

ころ、その方が阿蘇さんのお孫さんの旦那様でした。

■Rl会長K．R．〟ラビ′′ラビンドラン　■地区ガバナー酒井　彰

茎会長／越智茂昭讐副会長／木村　節讃幹事／武田啓之表会長エレクト／加藤　亨
漬会報委員会／佐藤詩郎・阿部純次・菅原成規

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1F　働（0235）28－3375匹（0235）28・3376



とても素晴らしいピアノの音色でした。8月11日

のコンサートには皆様からも来て頂けたら嬉しく思

います。

それでは歌わせていただきます。

（♪サマータイム、宵待草ほか数曲を熱唱J）

香呂会報告
出席委員会

◆メイクされた方

藤川享胤君・木村節君・越智茂昭君・菅原成規君

◆ゲスト

メゾ・ソプラノ歌手　鈴木美智子氏

ピアノ奏者　　　　　赤澤　朋子氏

米山奨学生　　　　　王莫非君

・圭∴恕奪確脇

冨田喜美子君　鈴木さん、いつも感動的な歌声をあ

地域社会のために　～各地のRCの実践から～

■もっと知ろう　神話の世界

大分城西ロータリークラブ

大分県護国神社で、地域の小学生を対象に、

日本神話にまつわるイベントを開催。「大蛇

退治」などの神話を紙芝居風に説明し、地域

で伝承される「子供神楽」の実演、「火おこ

し体験」、「神話クイズ」、赤米で作った古代

食を食べるなど、楽しく実りある交流を行い

ました。

■地元農業高校で3会員が講演

大曲ロータリークラブ

大曲農業高校で、食品関連企業の会員3人

が講演会を実施。麹菌製造を手がける秋田今

野商店の今野宏会員が、微生物を利用し栽培

される野菜の病気の対処法や、麹菌の働きを

説明。その他2人も苦労話、仕事の指針など

を語り、高校生にインパクトを与えました。

りがとうございました。

加藤　亨君　阿部さんようこそ鶴岡RCに。今後よ

ろしくお願いします。鈴木様、素晴らしい歌声を

ありがとうございました。

真島吉也君　先日のシュバイツアー講演会に会員の

方々にお出で頂き有難うございました。お蔭様で

大成功でした。

菅原成規君　先日奈良までインターハイの応援に

行ってきました。全国選抜大会2回、インター

ハイ2回、計4回全国大会へ連れて行ってくれ

た子供に感謝です。3年生は、酒田南としての大

会はこれで終わりです。

越智茂昭君　鈴木さん、伊藤さんありがとうござい

ました。阿部さんようこそ。

名末記入君　阿部さん、入会おめでとうございます。

ぼちぼちとよろしくお願いいたします。鈴木さん、

伊藤さん素晴らしい歌声ありがとうございました。

丸山隆志君　全国小学生ソフトテニス大会で準優勝

してきました。

阿部正剛

昭和36年7月7日生

勤務先：
東北電力㈱鶴岡営業所
所長
tel O235－22－7015

ねⅩ0235－24－6175

職業大分類：エネルギー
小分類：電力事業

趣味：ゴルフ、バイク

（ツーリング）

■こども大学「植物工場ってなに？」

生駒ロータリークラブ

小学生と保護者約40人が、奈良交通㈱が

昨秋から運営する植物工場「まはろば水耕園」

を訪問。水とLEDの光で野菜を育成する植物

工場を見学し、担当者から講義を受け、その

後の昼食会で、工場で栽培された野菜の味を

かみしめながら、科学の力を実感しました。

■思い出は心に　ごみは袋に！

坂出東ロータリークラブ

瀬戸内海の島々を会場に行われた瀬戸内国

際芸術祭で、クリーン作戦（清掃活動）の一

環で「ごみお持ち帰りキャンペーン」を実施。

沙弥島（しゃみじま）で、不燃・可燃用のご

み袋を持ち、来場者に協力を呼びかけました。
「思い出は心に、ごみは？」と問いかけると、

「ごみ袋！」と笑顔で答えてくれる来場者。

心と心がつながる、一石二鳥の効果がありま

した。
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窃詔診東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）⑮毎週火曜日（12：30～13：30）

平成27年8月25日（火）第2727回例会　（本年度第6回）

9月1日（火） �理事会t情報委員会の日 

9月8日（火） �英語弁論大会優勝者のスピーチ 

9月15日（火） �ゲストスピーチ　小林好雄氏（予定） 

9月22日（火） �国民の休日 

Eメール◎tSuruOkaO8＠rid2800．jpホームページ◎http：／／www．tsuruokar⊂．Org／

会長あいさつ　　　　　会長／越智茂昭

1青少年交換学生アピーさん来鶴

8月10日（月）、庄内に来られました。余目ロー

タリークラブの大滝さんがホストファミリーです。

来週のだだちゃ豆例会にご招待しています。

2　特別月間の変更

旧：会員増強・拡大月間

新：会員増強・新クラブ結成推進月間

☆SAA（会場監督）とは☆

SAA（Sergeant－at－armS）・会場監督は武装軍曹

の意で、本来は英国王室・議会の守衛官のことを言

います。

その由来は、古くはイギリスの封建時代にさかの

ぼり、国王や大領主の行う各種の儀式においてこれ

を妨げ、秩序を乱すのを防ぎ、儀式を監督すること

を職務としており、その責任は重く、厳重に武装し

ている（atarm）のが常とされていました。

このように、例会場の管理権者であることから、

会長経験者およびロータリアンとして経験が深い会

員の中から任命されることが望ましいとされていま

す。

◎職務内容
・例会の司会進行・卓話の時間励行

・例会場の入場、退場許可、例会場の開門、閉門

・早退、遅刻の承認や拒否・私語に対する警告

・例会場の秩序を乱す行為に対する警告と退場命

令

・例会場の設営・・・テーブルの配置、座席の指

定（親睦活動委員会と共に）
・食事の献立、業者の選定等食事の手配

その他

■Rl会長K．R．〟ラビ〝

幹事報告 幹事／武田啓之

○ガバナー事務所

（∋地区大会特別講師決定のお知らせ

講師：嘉山孝正先生

演題：日本の医療産業の現状と問題点

②R財団「地区補助金送金」のお知らせ

送金額：315，332円（2，543米ドル）

○余目R⊂

青少年交換プログラム

6クラブ共同受入分担金納入のお願い

7／1現在会員数×3，000円

○鶴岡市役所土木課

河川愛護活動支援事業補助金交付決定通知書

補助金額：88，250円

○鶴岡市教育委員会

第46回鶴岡田川地区小中高校児童生徒

考案創作展表彰式への出席について

日時：9月5日（土）午前10時より

場所：鶴岡中央公民館

私の歩んできた道
ロビンス代表　佐藤　仁氏

こんにちは、佐藤です。今年で

55歳になりますが、樋渡先生は

僕の恩師です。先生が小学時代の

僕の部屋に来られた時は、多分模

包容　型飛行機しかなかったと思います。

一挙療議　授業中も勉強しないで飛行機のこ

としか考えていませんでした。自

称飛行少年。成績は低空飛行。

その後山梨県にある日本航空学園に入学、全寮制の

ラビンドラン　1地区ガバナー酒井　　彰

選会長／越智茂昭笥副会長／木村　節ヨ幹事／武田啓之遷会長エレクト／加藤　亨
扇会報委員会／佐藤詩郎・阿部純次・菅原成規

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1F【由（0235）28－3375田（0235）28－3376



高校で、400人入学して200人が自主退学するよ

うな厳しい学校でした。そこで規則正しい生活をし

ていたら何と学力がどんどん上がっていきました。

高校卒業後、いすゞ高専を受験、1，000人中合格者

15人の中に入ることが出来ました。

20歳くらいのころ日本に閉塞感を感じ、外国に行っ

てみようと思い、カナダへの永住申請をしました。

その時に面接をしてくれた移民課の人が、寿司職人

や調理師なら永住権を取れるかもしれないと話して

くれました。ということで、いすゞ自動車に不義で

したが、大阪の調理師学校に入り、寿司職人として

カナダで生活するようになりました。

寿司屋をやりながらプログラムを作っていました。

23、24歳ぐらいの時たまたま日本で開催されたコ

ンテストで入賞し、そのトロフィーをカナダの寿司

カウンターに飾って置いておきました。お客さんか

ら「これなんだ」と聞かれて「僕は寿司も握ってい

るけどプログラムも作れる」という話から「じゃあ

うちに来るかい」という話で転職してソフトウェア

のプログラマーを10年以上続けていました。

47歳の時、筑波にベンチャー会社を立上げ、てん

とう虫ロボットというパソコンを使わないでプログ

ラムができるロボットを作りました。そしてラッ

キーなことに僕に投資してくれる友人が現れて「ロ

ビンズ」という学校を作ることになりました。ロボッ

トとインターナショナルをくっつけた言葉で「ロビ

ンズ」という名前なのですが、国際人になる事を意

識させること、自信をつけさせるというのが僕のロ

ボット教室の目的です。

よく国際化と言われ、英語が得意で、日本のこと

を何も知らない日本人をつくってもはっきり言って

役に立ちません。外国に行っても日本のことを何も

話せない日本人はいない方がいい位です。鶴岡出身

の人だったら鶴岡の歴史を英語でちゃんと話せる人

を作っていかないと向こうでは長い間自分で自分の

首をしめるようなことになるのではと思います。だ

から英語で授業をやっているのは英語が分かるとい

うよりも、いつかちゃんと英語でアピールできる人

を作りたいと思っているからです。

学校には新宿から通っている人もいます。車で1

時間半かけて通っている人もいます。何故かという

と英語で授業をやっている、英語の意味づけも違う、

なおかつ年齢に関係なくプログラムに興味のある子

にはプログラムをさせる、教えるのは大変なのです

が、気がつくと毎月10人ずつ子供が増えていって、

毎月僕は家に帰れなくなってしまい本当に新しい教

室をやるためのお金の回し方もだんだん分かるよう

になり、気がつくと55歳になってしまいました。

この子供に対する投資というのは、10投資すると

0になる可能性もある。100とか1000になる可能

性もあるのだと思っています。ロボット作りも大事、

それを動かすための世の中をどう作るかというのも

大事と話しています。僕ら物づくりをしている人は、

こと作りをするための仕組みづくり、最終的には政

治家担当を動かして法律作りもしなきゃいけないと

思っています。一番簡単なことは政治家になったら

と言われるのですが、結局人に投資することは大事

だなと思いました。

致道博物館で庄内論語というのが300円ぐらい

で売られています。鶴岡はこういうのをちゃんと作

れる町なんですね。僕は今茨城にいます。茨城は水

戸藩、荘内藩と水戸藩と言ったら薩摩藩を焼き討ち

にした仲です。僕の友達の何人かは、勝海舟の直系

や柴田勝家の直系です。不思議と歴史を勉強すると

そういう人と出会ったりします。鶴岡の歴史を勉強

して本当によかったなと思っています。鶴岡の人口

13万人、面積当たりの人口密度は低いのですがど

んどん子供に投資してすごい人をたくさん出してい

くといいんじゃないかなと思います。

あいさつ　　羽黒高校　国際科2年／山崎奈央

台湾の台北市に派遣させていただくこととなりま

した、羽黒高校国際科2年の山崎なおです。出発

まで残り1週間を切って今はドキドキとワクワク

でいっぱいです。皆さんの支えがあることを忘れず

感謝の気持ちをもって、又大きく成長してここに

帰ってこれるように精一杯頑張ってきます。

香呂会報告
出席垂員会

◆メイクされた方

加藤一弘君・西川富美子君・佐藤友行君・武田啓之君

藤川享胤君・木村節君・越智茂昭君・菅原成規君

阿部純次君・丸山隆志君・真島吉也君・佐藤詩郎君

富樫松夫君

◆ビジター

鶴岡西RC　阿部悦子君

◆ゲスト

ロボットスクール・ロビンス代表　佐藤　仁氏

青少年交換学生　山崎奈央さん

・工／蔑簡硬磁

越智茂昭君　佐藤さん、ありがとうございました。

山崎さん頑張って下さい。
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クラブ
℡東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）⑮毎週火曜日（12：30～13：30）

平成27年9月1日（火）　第2728回例会　（本年度第7回）

9月8日（火） �英語弁論大会優勝者のスピーチ 

9月15日（火） �ゲストスピーチ　小林好雄氏 

9月22日（火） �国民の休日 

9月29日（火） �ゲストスピーチ　遠藤敏雄氏 

Eメール◎tsuruokaO8＠rid2800．jp　ホームページ◎http：／／www．tsuruokar⊂．Org／

会長あいさつ　　　　　会長／越智茂昭

1．青少年交換学生山崎奈央さん、酒井隆次君が

出発

8月　22　日（土）庄内空港から元気に出発され

ました。アピーさんも見送りされました。

2．米山奨学セミナー

西川さんに参加して頂きました。有難うござい

ます。

tA〔地区外研修報告
鶴岡乗高校仏⊂顧問　古原大樹先生

こんばんは。鶴岡東高校インターアクトクラブの

顧問をしております古原と申します。今年は甲子園

出場に際し大変お世話になりました。一勝し校歌を

歌うことが出来ました。その時私は東京で開催され

た、ロータリーの地区外研修に幹事の菅原と参加し

ていました。昨年は予算の関係で出席できなかった

のですが、今年は、佐藤孝子さん、藤川さんのご配

慮で参加することが出来ました。内容を簡単にど報

告いたします。

JICA（ジャイカ）の地球広場で様々な施設を見学し、

青年海外協力隊としてメキシコに行かれた方のお話

を聞くことができました。トルコ大使館の関連施設

であるモスクにも行かせていただきました。一同息

をのんで実際お祈りしている所を見学できました。

イスラム教に対する認識が覆された様な思いが致し

ました。

来年の6月にインターアクトの年次大会が鶴岡

で開催されます。鶴岡東高校がホスト校となります。

顧問として6年目になりますが、正直不安でした。

しかし越智会長はじめ、藤川さん、佐藤さん、武田

さんなど多くの方に昨年度の会場であります天童に

来ていただいて、お話を聞いていただいたり、雰囲

気も感じて頂きました。私としては安心して来年に

臨むことが出来ます。今後とも鶴岡ロータリークラ

ブの皆さんには様々な面でお世話になると思います。

何卒よろしくお願いいたします。

鶴岡インターアクトクラブ幹事　菅原　渓君

資金の提供を頂き感謝しています。いろいろ勉強

してきましたが、特に印象に残ったのは、トルコ大

使館のモスクでお祈りを見学したことです。日本人

にとって宗教は無関心な所がありますが、イスラム

教の儀式を生で見たことによって、宗教は大事なこ

となのだと強く感じました。

あいさつ　　青少年交換学生　アピーさん

■●　　■ 姜†

皆さんこんばんは。はじめまして、

私はHANOCH、アピーと呼んで

ください。私はアメリカのテキサ

こ∵1スから来ました。私の夢は大学で

ビジネスを学びたいです。貿易の

仕事をしたいです。日本の文化は

とても面白い。日本に来てうれし

い。よろしくお願いします。

■R場長K．R．〟ラビ〝ラビンドラン　■地区ガバナー酒井　彰

肇会長／越智茂昭許副会長／木村　節署幹事／武田啓之莞会長工レクト／加藤　亨
冨会報委員会／佐藤詩郎・阿部純次・菅原成規

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SS的レ1F田（0235）28－3375皿（0235）28－3376



香呂会報告

出席委員会

◆メイクされた方

武田啓之君・藤川享胤君・佐藤孝子君・佐藤久樹君

加藤亨君・丸山隆志君・西川富美子君・佐藤友行君

富樫松夫君・富田喜美子君

◆ゲスト

☆東京東江戸川RC

副会長　嶋村文男君

友好クラブ委員長　鈴木富士雄君

☆青年交換学生

abbigaylechristrneHANOCH　アピーさん

大滝正博君　ホストファミリー（余目RC会員）

☆米山奨学生
王莫非君（山形大学）

☆歓迎会・送別会

元会員　村上真弥君

新会員　阿部正剛君

☆会員家族

越智茂昭君のご家族一江さん

真島吉也君のど家族靖子さん　英太さん

順子さん　礼吾くん　平朗くん

☆RAC

会長　伊東　蘭君（荘内協会保育園）

幹事　菅原彩花君（山形日産自動車販売㈱）

会計　川井奈津美君（山形日産自動車販売㈱）

会員　匹田枝里君（ウイズ環境㈱）

丸山　純君（東京第一ホテル鶴岡）

タンモウセン君（山形大学）

OB　小南賢史君（農業）

☆I AC

顧問　古原大樹先生

会員　菅原　渓君・竹内拓将君・飯田　蓮君

佐藤将太君・東海林瑠芽君

工．一計骨相也

嶋村文男君　いつもお世話になっています。小南君

の作った『ダダチヤ豆』を楽しみに参りました。

よろしくお願いします。

鈴木富士雄君　友好クラブとして22年ほどになる

と思いますが、このだだちゃ豆例会は初めてだと

思います。嶋村会員と一緒に参加させてもらいま

した。

大滝正博君　アピーが8月10に来ました。夏休み

中なので東京にも連れて行きました。来て2週

間なのに日本語が上手です。家には11月末まで

います。もう一軒ホストファミリーが決まってい

ますが、4月から帰国までの家が事情でできなく

なったということで鶴岡にお願いするかもしれま

せん。本人を見れば絶対気に入ってくれると思い

ます。是非名乗りを上げて頂ければと思います。

枝豆は大好きで今日を楽しみにしておりました。

よろしくお願いいたします。

村上真弥君　今まで本当にありがとうございました。
「感謝」の二文字です。皆様のご健勝とご多幸を

祈念します。

自慢のだだちゃ、召し上がれ！

ご参カロいただきありがとうございました。

｝



世界へのプレゼントになろう

国際ロータリー第2800地区1959年6月9日創立

鰐肩口一夕せ・－ クラブ
感璽諺東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）感匿診毎週火曜日（12：30～13：30）

平成27年9月8日（火）　第2729回例会　（本年度第8回）

9月15日（火） �ゲストスピーチ　小林好雄氏 

9月22日（火） �国民の休日 

9月29日（火） �ゲストスピーチ　遠藤敏雄氏 

10月6日（火） �理事会　情報委員会の日 

Eメール◎tsuruokaO8＠rid2800．jp　ホームページ◎http：／／www．tsuruokarC．Org／

会長あいさつ　　　　　会長／越智茂昭L

☆理事会の報告

1．10月　4　日（日）香頭ケ浜清掃を行います。社

会奉仕・青少年奉仕委員会でRAC　と計画を進め

て頂きます。連休前にご案内が行くと思いますの

で、大勢の会員の参加をお願いします。

2．だだちゃ豆例会の決算を報告しました。招待者

が多かったことから前年度より少し経費がかかり

ました。

3．鹿児島西ロータリークラブの台風被害

会員の皆さん大きな被害はなかったようです。

4．RACバザーについて

9月19日（土）山王ナイトバザールにおいて

RACがバザーを行います。ご家庭に不要な品が

ございましたら是非出品お願いします。（受付：

第一ホテルフロント）

5．送迎のお礼

だだちゃ豆家族例会時、東京からのビジターの

送迎、冨田君及び中林君有難うございました。

防災の日に思う

今日は9月1日、防災の日（昭

和35年に閣議決定）です。現役

の時はどこの勤務地でもこの日は

各自治体と協同で防災訓練をして

いました。退職して鶴岡にきまし

たら何もしない、不思議でした。

それだけ災害がない平和なところと言うことができ

ると思います。

ところで明日9月2日は「宝くじの日」「靴の日」

です。そして、昭和20年9月2日は東京湾に浮か

ぶ米国海軍戦艦「ミズリー号」で連合国と降伏文書

に調印し、大東亜戦争が停戦した日です。日本では

8月15日が終戦記念日です。

しかし、日本が降伏を承諾した、ポツダム宣言を

受諾する旨、中立国であるスイスに連合国への伝達

を依頼した日は前日の8月14日です。

サンフランシスコ講和条約が発効した日は、昭和

27年4月28日ですので大東亜戦争が終わったの

はこの日となります。

韓国の独立記念日「光復節」は8月15日、ちな

みに北朝鮮の「解放記念日」もこの日で、日本の終

戦記念日と同じです。

中華人民共和国の抗日戦勝記念日は9月3日です。

中華民国（国民党）停戦協定に調印した9月　2　日

の翌日9月3日から3日間を戦勝記念として休暇

にしたことから、以後9月　3　日を戦勝記念日とし

ており、中華人民共和国（共産党）になってもこれ

を踏襲しています。

この様に国によって終戦を記念する日はまちまち

です。これもそれぞれの国の考え方で記念日を決め

ているわけです。ちなみに東南アジアの多くは終戦

を9月　2　日としていますが、記念日にはしていな

いようです。

世界は一つとか言われますが、このこと一つを

とってもこの様に国によって考え方は違います。と

ころで、そもそも国とは何かと言うことですが、国

際法では正文化されたものはありません。慣習法と

いう長い年月で正文と同じ効果があるものとして、

国際法上の国（国家）とは「領域（領土、領水、領空）、

人民（国民）、権力（主権）」の三要件を有するもの

とされています。つまり領域は一定に区画されてい

ること、人民は一過性でなく恒久的に住む人、権力

は領域及び人民を物理的に実力できることです。

国の要件のうち国民にとって一番大切と思われる

■Rl会長K．R．〟ラビ〝ラビンドラン　■地区ガバナー酒井　彰

漂会長／越智茂昭溺副会長／木村　節藁幹事／武田啓之凛会長エレクト／加藤　亨
詞会報委員会／佐藤詩郎・阿部純次・菅原成規

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1F【田（0235）28－3375田（0235）28－3376



のが権力、つまり政府です。海上自衛隊が海賊対処

で派遣されているのがソマリア沖ですが、このソマ

リアは国としては認められていません。領域も人民

も存在していますが、これを統治する政府が存在し

ません。その為、海賊が我が物顔で暗躍する事態に

なっています。

国民の安全、安心を保障するのはその国の政府で

す。日本は憲法があり、それに基づく法律により日

本国政府が我々の安全を保障してくれているのです。

国連ではありませんし、ましてや米国でもありませ

ん。米国は米国の利益、言い換えれば米国民の利益

のためにあり、米国の利益に叶うと思うから日本と

同盟を結んでいるだけです。他の国も同じです。自

国の利益に叶えば日本に同調してくれますが、叶わ

なければそっぽを向かれます。これは日本も同じで

す。

世界が国を単位として動いているならば、その国

に住む国民の生活はその政府によって左右されるこ

とになります。家族の幸せ、安全で平和な生活を守

るという人が多いです。当然だと思います。今が一

番幸せで平和だと思うなら、それは一個人の力では

なく、その国の政策に大きく依存しているものです。

特に子供、孫の世代まで今の幸せで平和な生活が続

くことを望むなら、今の国の政策を、国家の主権を

守らなければ、言い換えると国を守らなければそれ

は実現しないのです。

若い人に自分の家族は守るが、なんで国を守らな

ければならないのだと言う人がいます。今の家族が

生活しているのは国の政策、主権の下で成り立って

いることに思いが行かない、ゆゆしき問題です。

今国会で審議されている安保法制の前提としてこ

の国家の主権をどうやって、言い換えれば今の家族、

将来の自分の子孫の平和と安全をどう守っていくか

と言うことを前提として議論して頂けたならばと

思っているしだいです。

幹事報告　　　　　　幹事／武田啓之

○ガバナー事務所

①学友参加推進週間についてのお願い

「学友参加推進週間」に学友をクラブの例会や

活動に招待しましよう。

②国際大会のお知らせ

ソウル　2016年5月28日～6月1日

③第1ブロック第2ブロック「職業奉仕・ロー

タリー情報」合同セミナー開催のご案内

日時：：9月26日（土）登録：13：00

会場：酒田市勤労者福祉センター

登録料：一人2，000円　締切9／15

0嶋村文男君（東京東江戸川R⊂）

モンゴルと日本の友好イベントフレーRC歓迎会

日時：11月8日（日）

場所：タワーホール堀越2F

参加費：一人10，000円

国際奉仕委員会活動計画
理事　西川富美子君

ロータリー財団の地区目標が

20万ドルで一人当たり年次寄付

目標は150ドルです。当クラブ

の年次寄付目標も150ドルとなっ

ております。

2年続けて行われました、金峯

山道整備の財源でもあります、3

年目を迎えました「未来の夢計画」の地区補助金で

すが、当地区は4万ドルと少なく、予算を増額さ

せるためにも、ご協力をお願い致します。

また、米山奨学会年次寄付の地区目標は、一人当

たり15，000円です。内、普通寄付は5，000円、特

別寄付は10，000円です。当クラブは20，000円を

目標としております。

地区の活動方針と計画の始めに「今後、日本の生

きる道は平和しかない。それをアジアに、そして世

界に理解してもらうためには、一人でも多くの留学

生を迎え入れ、平和を求める日本人との出会い、信

頼関係を築くこと。それこそが、日本のロータリー

にもっともふさわしい国際奉仕事業ではないか」と

の熱い思いが記載されていました。奨学生の枠は、

2年前の寄付額で決定いたしますが、2800地区は

寄付額が年々減少し、奨学生の受け入れ人数が少な

くなってきました。幸い当クラブでは一生懸命学ん

でいる姿を身近に感じることが出来ますし、奨学生

の皆さんがいつか世界の国々が安全に平和に暮らせ

る日を迎える、架け橋となっていただけると思いま

す。今年も目標達成のためどうぞ皆様のご理解のも

とど協力宜しくお願い致します。

香呂会報告
出席委員会

◆ゲスト

米山奨学生　王莫非君

◆メイクされた方

越智茂昭君・武田啓之君・小林健郎君・丸山隆志君

菅原成規君・佐藤友行君・富樫松夫君・藤川享胤君

冨田喜美子君・加藤亨君・西川富美子君

・圭工務脅賭脇

樋渡美智子君　自棄社展9月9日まで開催、私も

出展しております。

武田啓之君　今日は理事会に全員出席頂きありがと

うございます。毎回この様に宜しくお願いします。

上野欣一君　8月30日に長男夫婦に女の子が誕生

しました。4人の息子と初孫（男）を授かった私

にとって、待望の女の子です。感激ひとしおです。

真島吉也君　だだちゃ豆例会では大勢でおしかけお

世話になりました。ありがとうございました。



世界へのプレゼントになろう

国際ロータリー第2800地区1959年6月9日創立

鰐肩口 クラブ
嘲ヨ諺東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）⑳毎週火曜日（12：30～13：30）

平成27年9月15日（火）第2730回例会　（本年度第9回）

9月22日（火） �国民の休日 

9月29日（火） �ゲストスピーチ　遠藤敏雄氏 

10月6日（火） �理事会　情報委員会の日　新入会鼻スピーチ大川　淳君 

10月13日（火） �ゲストスピーチ　警察学校校長　田澤　義彦氏 

Eメール◎tsuruokaO8＠rid2800．jpホームページ◎http：／／www．tsuruokar亡．Org／

会長あいさつ　　　　　会長／越智茂昭

1第46回鶴岡田川地区小中高校児童生徒考案創

作展について

9月2日に樋渡さんと二人で審査をしてきまし

た。小学校だけで352作品、優秀なユニークな

作品があり審査に苦労しました。9月5日に表彰

式が行われ、朝日小学校2年、佐藤憧空君に鶴

岡ロータリークラブ会長賞、賞状と楯を贈呈しま

した。

2　第67回田川地区中学・高校英語弁論大会につ

いて

9月3日、鶴岡ロータリー会長賞、賞状、かソプ、

ガラス製の楯を次の方に贈呈しました。
・中学（暗唱の部）

鶴岡朝場第4中学校　冨田荊奈さん
・中学（スピーチの部）

余目中学校　渡合　奏さん
・高校　鶴岡南高等学校　中村綾乃さん

9月24日に行われる県大会へはこの3人の他、

高校の部で2位の羽黒高等学校　石原賀代子さ

んの4人が出場します。

3　ローターアクトの目について

9月5～6日に実施されました。県内から12

名のアクター、米沢上杉RCから地区RAC委員

の松野俊洋君が参加され、5日は米山奨学の王さ

んが講師になり中国語、6日は木村人形店のご厚

意で御殿マリ作成の体験、そして懇親と友情を深

められました。当クラブから佐藤久樹君が参加し

ました。

4　東日本大震災避難者支援等事業補助金について

かねて申請していた補助金について、地区から

9月2日付の決定書が届きました。申請通り30

万円です。以後は計画に則り、菅原成規君を中心

に進めて頂きたいと思います。

☆文化のカ

ドイツにシリア難民が押し寄せていると言う

ニュースがテレビなどで報道されています。また、

シリア難民の小さな子供がトルコの海岸に打ち上げ

られたと悲しいニュースも流れました。大変悲しい

出来事です。

国際社会は、アメリカ、ソ連による冷戦が終結す

るまでは主に国によって形成されていました。今は

民族そして宗教が中心になり形成しようとする傾向

が強く出てきました。

国際社会で活躍しようとすれば、民族、宗教の壁

に突き当たることがしばしばです。民族、宗教は個

人の信条、人権に関わることであるためこれを無視

したり、否定したりすればその人の存在を否定して

しまうことになってしまいます。国際社会で自分の

力を発揮しようとすれば相手の民族、宗教を勉強し

理解しなければなりません。

社交界、会議の後の懇親会・パーテーですが、こ

こでの話題は宗教と政治の話はしないのが原則です。

そうは言われていますが宗教と政治を除くと、相手

が他国のかたですので話題がなくなります。ここで

力を発揮するのが文化です。日本の場合は幸いにも

長い歴史があることから茶道、華道、柔道、剣道な

どそして一番の武器が日本語です。特に敬語・謙譲

語です。外国人にはなかなか理解してもらえないで

すが、少しでもわかってもらえると大変尊敬されま

す。他人をとても大切にする「礼に始まり、礼に終

わる」日本の文化の体現だと思います。

中村さん、石原さん、自分の立ち位置をはっきり

して国際社会で活躍してください。

■RI会長K．R．〟ラビ〝ラビンドラン　■地区ガバナー酒井　彰

凝会長／越智茂昭選副会長／木村　節電幹事／武田啓之箋会長エレクト／加藤　亨
薄会報委員会／佐藤詩郎・阿部純次・菅原成規

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1F　旺！（0235）28－3375田（0235）28－3376



幸手事報告 幹事／武田啓之

○ガバナー事務所

①2015－16年度東日本大震災避難者支援事業

補助金決定通知書

承認額：300，000円

※企画事業終了後1ケ月以内に報告書提出

②大江町グローバルアフタースクール

米山奨学生参加についてのお願い

英語弁論大会受賞者スピーチ

☆命を救う

鶴岡南高等学校　中村綾乃さん
「ドナーカードを持っています

か」。ドナーカードは広く知られ

ていて、簡単に作ることが出来

ます。パソコンや携帯から登録

することもでき、とても便利です。

しかし私はドナーカードを

持っていません。正直、怖さも

あり、システムもよくわからないからです。日本では、

臓器移植について、国民に理解されているとは思え

ません。長い時間待たされ、臓器移植を行う病院は

少なく、手術には多額の費用がかかります。子ども

の場合はさらに深刻です。術後の拒否反応を抑える

薬にも重い負担がかかります。

保育園に入園した6歳の女の子が、翌年重い心

臓病を発症、心臓移植しか助かる道ないと診断され

ました。不幸にしてドナーが見つかる前に彼女は亡

くなりました。女の子の両親は彼女の臓器を提供す

ることを決断しました。それがドナーを待ち続けて

いる人たちの命を救い、女の子の命を活かす事だと

考えたからです。

私は衝撃を受けました。私たちには何ができるの

だろう。まず始めに、臓器移植でしか助からない患

者さんがいることを知ることです。両親の同意があ

れば、15歳以下の人でも臓器提供が出来るように

5年前法改正が行われました。ですから誰でも自分

の意志で臓器提供が出来るのです。次に、医学が十

分に進歩するまで、必要な患者数だけ、ドナー登録

数を増やすことです。提供者を増やすには、臓器移

植の重要性を理解し、自ら情報を得て、モチベーショ

ンを高めることです。

私は将来、医学の勉強をし、人々を救う仕事をし

たいと思っています。それと同時にどんなに医学が

進歩しても、人間の尊厳は尊重されるべきだと思い

ます。

ドナーカードに賛成ですか。さあ、社会をよりよ

くするために臓器提供の意志を表明しましょう。

☆感謝という日本の精神

羽黒高等学校　石原賀代子さん

世界には、その国の言葉の挨拶があります。普段

何気なく使っている挨拶にも深

い意味があるということを知っ

ていますか。

日本の食事の挨拶には、「い

三二二…∴十‾㌻∵I
私は子供のころ、神主である父

から「いただきます」の意味を聞きました。日本で

は昔から人間も自然も動物も植物も、命がつながり

あって皆生きていると考えられています。人間が生

きるためには、多くの生き物の命をいただかないと

いけません。「いただきます」とは、多くの生き物

の命をいただきますということです。偉大な自然へ

の感謝の気持ちを表している深い意味があるのです。

また「ごちそうさま」とは、「ご」「ちそう」「さま」

に分けられます。「ちそう（馳走）」とは、「走る」

という意味です。昔は、客人を迎えるために走り回っ

て獲物をとってきてもてなしました。そんな命がけ

の働きに、客人が「ありがとう」と心からの感謝の

気持ちを表したものです。「ご」と「さま」は、日

本語のとても丁寧な言い方です。このようにとても

深い意味があります。

日本人の中でも挨拶をしないで食事をする人が多

くいます。私は「いただきます」の意味を理解して

いないのではないかと思いました。今の日本は、食

べ物が豊かで、毎日食事ができることが当たり前の

ことのように感じられます。豊かで便利な飽食の時

代の中で、食べ物を大切に思う心を忘れてはならな

いと強く感じました。

和食が昨年UNESCO無形文化遺産に登録されま

した。「いただきます」「ごちそうさま」の挨拶は、

自然を尊ぶ日本人の精神性を表した伝統的な食文化

の1つです。私たち日本人が毎回「いただきます」「ご

ちそうさま」言って、食べ物に感謝することが大切

だと思います。

香呂会報告
出席委員会

◆ゲスト

鶴岡南高等学校　池田雅明先生　中村綾乃さん

羽黒高校　マクレーン・ジョセフ先生

粕谷ゆみ子先生　石原賀代子さん

◆メイクされた方

阿蘇司朗君・藤川享胤君・木村節君・西川富美子君

主ノ・教習橡脇
加藤　亨君　次男が進学の関係でやっと運転免許が

取れそうです。

越智茂昭君　中村さん、石原さん県大会ガンバって

下さい。

菅原成規君　娘が夏休みのサマーチャレンジで、学

校代表で科学展に出品されました。賞は取れませ

んでしたが根気よく頑張ったと思います。
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＃肩口一夕ゼー クラブ
⑮東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）⑳毎週火曜日（12：30～13‥30）

平成27年9月29日（火）第2731回例会　（本年度第10回）

10月　6日（火） �理事会　情報委且会の日　新入会鼻スピーチ大川　淳君 

10月13日（火） �ゲストスピーチ　警察学校校長　田澤　義彦氏 

10月20日（火） �黒豚を楽しむ家族例会 

10月27日（火） �地区大会振替休会 

Eメール◎tsuruOkaO8＠rid2800．jpホームページ◎http：／／www．tsuruokar⊂．Org／

会長あいさつ　　　　　会長／越智茂昭

1　荘内日報への広告掲載について

荘内日報では鶴岡市合併10周年に際し記念の

特別号を企画している。広告掲載の依頼が来たの

で4クラブ合同で広告を出すことにした。

2　東日本大震災被災者支援事業について

空手大会で使用するデジタル時計を3台寄贈

することにした。9月20日に石巻市で行われる

大会で贈呈する。

3　鹿児島西RCの古木圭介君からの寄贈について

ビジターの古木君から焼酎を頂いた。来月の黒

豚賞味家族例会でご相伴に預かることにする。

出羽庄内の魅力
㈱出羽庄内地域デザイン代表取締役小林好雄氏

皆さんこんにちは。今回は庄

内の魅力発信というお話をさせ

ていただきたいと思います。庄

内は魅力に満ち溢れているとこ

ろだと思いますが大きくは3つ

だと思います。

1．豊かな自然

庄内は東に出羽三山、朝日連峰、西に日本海と海

と山に囲まれた独特な地域だと思います。四季が

はっきりした魅力的な地域です。温泉もあります。

やはり一番大きいのは海から遠くないところに鳥海

山、月山という2000メートル級の山がそびえ、そ

れが豊かな水或いは肥沃な土を運び自然の恵みをも

たらしているのではないかと思います。

2．自然の恵み

自然を生かす知恵、勤勉な人々の努力の積み重ね

というのが庄内にはある。例えば水を活かす治水事

義Rl会長K．R．

業に一生懸命に取り組まれてきましたし、種を守る

文化、在来作物の多さです。それから品種改良では

今のいろんな米のルーツになっている亀の尾、庄内

柿というふうなものがあります。勿論山や海の旬の

幸があります。月山筍、夏になれば民田茄子、だだ

ちゃ豆、冬になればどんがら汁、庄内に来たお客さ

んはものすごく喜ばれるのではないかと思います。

3．精神文化

精神文化の中で独自の精神性があると思うのは藩

校致道館の存在です。朱子学ではなく祖裸学を教学

としているのは彦根藩と荘内藩だけだと聞いていま

す。中でも「個性伸張」「自学自習」。いいところを

伸ばし、詰込みではなく、学ぶ楽しさを感じながら

勉強するという今の教育の課題に繋がることを江戸

時代にやっていたというのは素晴らしいことだと思

います。

それから私は庄内の精神性で大事なことは戊辰戦

争の敗退ということがあるのではないかと思ってい

ます。賊軍という汚名を晴らすために松ケ岡の開墾

事業に旧荘内藩士約3千名が刀を鍬に変えてむかっ

たということですし、西郷隆盛さんが旧藩士にこう

いう言葉を贈っています。「気節凌霜天地知」これ

はどんなに困難な事があっても気概を持って向かえ

ば霜をもしのいで天は見ているということです。ま

た「沈潜の風」という言葉もありますが、私はやは

り荘内藩が無念の敗退をしたというところが現代の

我々の精神性の奥深いところにも非常に宿っている

のではないかという気がしています。

私共の会社の案内をさせていただきますが、出羽

庄内地域デザインは荘内銀行から広告、サポーター

含めて大きな支援を得て成り立っています。設立の

コンセプトは3つ、1つは庄内地域のブランド化、

2つ目は地域プロデュース会社、3つ目は地域の価

〟ラビ〝ラビンドラン　■地区ガバナー酒井　彰

溝会長／越智茂昭覇副会長／木村　節農幹事／武田啓之濃会長工レクト／加藤　亨
漂会報委員会／佐藤詩郎・阿部純次・菅原成規

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1F t田（0235）28－3375圧刀（0235）28－3376



値資源を地域の中と外、両方に発信することです。

主な事業は地域情報誌『Cradle』の発刊と着地型

の商品の企画販売、地域農産の企画販売ということ

です。Cradleはゆりかごという意味です。庄内は

日本が失いつつあるような非常に大事なものを持っ

ていると思いますので、庄内をひとつのゆりかごに

見立てて大事なものを発信していこうというのが趣

旨です。2カ月に一回3万5千部発刊しておりまして、

このうちの2割の7干部は庄内の外にいっています。

お陰様でCradleは今年で5周年を迎えております。

観光ではCradle旅行クラブということで着地旅行

ならではのとっておきの旅を紹介しています。出羽

三山ミシュラン三つ星の道ということで丸の内発の

バスツアーで女性限定のツアーを行いまして非常に

好評でした。心と体を癒す週末旅、金曜の夜に出発

して、山伏と一緒に羽黒山五重塔の登るとか宿坊で

精進料理を食べる、玉泉寺で座禅をする。翌日は井

上農場さん、縁のイスキアさんなどにいって料理を

味わったり産直あぐりで買物をしたりしました。

最後に申しあげたいのは、今地方創生ということ

が言われていますがその中で私は観光ということが

非常に大事なのではないかと思っています。西の高

野山、東の出羽三山を構想として掲げてはどうかと

考えています。2020年、東京オリンピックに向け

て外国人が訪れると思いますが高野山には非常にそ

ういった方々が訪れているそうです。オリンピック

に来た方達は東京、京都だけでは満足しないと思い

ます。その時に東の出羽三山をアピールしたいと思

います。外国人が求めるもう一つの日本が出羽三山

にはあるのではないかと思います。自然崇拝、山岳

信仰、即身仏など本当の東北の心の文化というもの

があるのです。地方創生のポイントは、私は地域の

価値資源、地域の魅力を発信する力を地域自らが持

つことではないかと思っていますし、私たちもその
一役を担えるようにこれからも努力していけるよう

にと思っています。

忘れかけていたもう一つの日本、本当のおいしさ

と豊かさ、そして心静かな時間が庄内にあるのでは

ないかと思っております。ご清聴ありがとうござい

ました。

小林好雄氏経歴

昭和28年　鶴岡市生まれ

昭和50年　荘内銀行入行

平成　7年　秘書室長

平成　8年　東京事務所長

平成12年　浜町支店長

平成14年　酒田中央支店長

平成17年　執行役員地域企画部長

平成18年　常務執行役米沢中央支店長

平成21年　地域開発本部理事庄内価値開発研究会担当

平成21年　㈱まちづくり鶴岡代表取締役社長
平成22年　㈱出羽庄内地域デザイン取締役

平成22年　荘内銀行理事（現職）
平成23年　㈱出羽庄内地域デザイン代表取締役（現職）

平成26年　㈱まちづくり鶴岡代表取締役社長退任

ごあいさつ
鹿児島西R〔古木圭介君

皆さんこんにちは。兄弟盟約50周年から5カ月

も経ち、懐かしく思いだしています。私は鶴岡を何

回も訪れていますが、その都度鳥海山と月山に何と

かして登りたいと念願していました。今回は鳥海山

だけでしたが、富士山よりずっときつい山でした。

往復雨に降られながら駐車場まで降りてくるのに

11時間かかりました。次の月山を楽しみにして来

たいと思います。

クラブのことですが、私は姉妹クラブとの担当に

なりました。海外が2つと国内が1つ。4つのクラ

ブで何かできないかということを考えています。ま

た皆さんのお知恵を借りて何かできればなと考えて

いますので今後ともよろしくお願いします。

香呂会報告
出席委員会

◆ゲスト

㈱出羽庄内地域デザイン　代表取締役　小林好雄氏

◆ビジター

鹿児島西RC　古木圭介君　ご子息ユウスケ様

鶴岡南RC　恩田次郎君

◆メイクされた方　佐藤久樹君・藤川享胤君

二・否や帝也

樋渡美智子君　センスのある編集で、いつもNHK

文化センターからいただいております。藤沢周平

のふるさとを思い出しました。古木さん、50周

年の式典の折は大変ありがとうございました。

真島吉也君　小林さんは地域のまちおこしで活躍な

さっている関係で、いつも山王町でお会いしてお

りますが、この度は楽しいお話をいただきありが

とうございました。

加藤一弘君　古木さん親子の来鶴にスマイル致しま

す。今度屋久島（鹿児島）に行く時はよろしくお

願いします。

佐藤孝子君　古木さん遠くからようこそ。中林さん

スピーチありがとうございました。

古木圭介君　4月の兄弟盟約50周年のときは大変

お世話になり有難うございました。旅の途中で例

会出席できラッキーです。烏海山にも無事登頂で

きましたのでスマイルします。

武田啓之君　中林さん流れる様なお話しありがとう

ございます。古木さん遠い所ありがとうございま

した。

樋渡美智子君　英語弁論入賞おめでとうございます。

わが家の息子も11年程ウィーンで生活し、日本

とちがう習慣考えを身につけてきた様でした。

この度のアートフォーラムで自棄社展にご多忙な

ところ足を運んで下さってありがとうございます。



世界へのプレゼントになろう

国際ロータリー第2800地区1959年6月9日創立

＃厨ロータリー クラブ
⑮東京第一ホテル鶴岡偲岡市錦町2－10）⑮毎週火曜日（12‥30～13：30）

平成27年10月6日（火）第2732回例会　（本年度第11回）

10月13日（火） �ゲストスピーチ　警察学校校長　田澤　義彦氏 

10月20日（火） �黒豚を楽しむ家族例会 

10月27日（火） �地区大会振替休会 

日月　7日（土） �地区大会 

Eメール◎tsuruokaO8＠rid2800．jp　ホームページ◎http：／／www．tsuruokar（．Org／

会長あいさつ　　　　　会長／越智茂昭

1．東日本大震災被災者支援事業について

9月20日（日）石巻市桃生総合センターで開催

された「教育空手杯第10回全国錬成大会」で空手

用デジタル時計を3台寄贈してきました。当日は私、

加藤エレクト、菅原理事の3人で行ってきました。

この件で、当大会を主催するNPO日本教育空手協

会より感謝状を賜りました。

会場の隣は仮設住宅が立ち並らび東日本大震災か

ら　4年半がたつのですが今だ復興は道還しという

思いがしました。感謝状を賜るとき協会理事長であ

り被災者でもある小野寺情氏は感極まり声が出ずし

ばし沈黙の時間が過ぎたほどです。

また、この度の労を取って頂いた理事の菅原成規

君は震災直後からの支援、また6月の鶴岡での大会、

今回と多大なる功績に対し協会より感謝状が授与さ

れました。おめでとうございます。

この大会は、未就学児から中学生までが空手を通じ

人間的・社会的教育の推進、子育て支援に寄与する

ことを目的とし、運営も中・高校生や保護者を中心

とされ、空手の試合は皆真剣に普段の実力を発揮す

ベく頑張っていましたが、礼儀作法も厳しく指導さ

れ清々しい大会でした。

2．第1ブロック・第2ブロック職業奉仕・ロータ

リー情報合同セミナー

9月26日（土）酒田勤労者福祉センターで開催

されました。武田幹事、小林理事、真島委員長が参

加されました。ロータリーの歴史など大変勉強に

なったということです。有難うございました。

3．県英語弁論大会

9月24日（木）新庄で行われました。鶴岡ロー

タリークラブ会長賞に輝かれた中学（暗唱の部）

鶴岡朝場第4中学校冨田荊奈さんが優勝され、11

月に盛岡で行われる東北大会へ出場されます。そし

て、高校（スピーチの部）鶴岡南高等学校中村綾乃

さんが4位入賞されました。おめでとうございます。

その他、中学（スピーチの部）余目中学校渡合奏さん、

例会でスピーチして頂だいた羽黒高等学校石原賀代

子さんは惜しくも入賞をのがしました。

幹事報告 幹事／武田啓之

○国際ロータリー

ロータリーレートのお知らせ

10月1ドル120円　　現在124円

○読書のまち鶴岡宣言を進める会代表黒羽根洋司

署名についてのお願い

○東根中央R⊂

東根中央RC創立25周年記念式典

日時：11月23日（月）祝日

会場：タントクルセンタ一大ホール

登録受付：14：00～

記念講演：15：00～16：00

講師：橋本五郎氏（読売新聞特別編集委員）

TRl会長K．R．〟ラビ〝ラビンドラン　■地区ガバナー酒井　彰

竃会長／越智茂昭男副会長／木村　節男幹事／武田啓之溺会長エレクト／加藤　亨
表会報委員会／佐藤詩郎・阿部純次・菅原成規

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1F【田（0235）28－3375因（0235）28－3376
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演題：「どうなる日本の政治」

記念式典

会場：東根グランドホテル

式典：17：00～17：50

祝賀会：18：00～19：30

会費：10，000円　締切10／20

全国藩校サミットについて（第一回）
羽前絹練（株）監査役　遠藤　敏雄氏

全国藩校サミットの始まりは、

漢字文化振興会（後に漢字文化

振興協会となる）の石川忠久専

務理事（前二松学舎大学学長）

が会長に就任し、全国を講演に

廻っている時に、各城下町で苦

の行事や、孔子祭など、江戸時

代の習慣が残っている事に気づき藩校サミットの立

ち上げを思いついた。

昨年7月に埼玉県行田市の忍（おし）藩［映画

のぼうの城のモデルで有名］で開催されたのが12

回目である。第一回は平成14年、東京の湯島聖堂

で行われ、次に福島の会津藩（日新館）と、毎年旧

各藩で開催され、鶴岡の庄内藩は第6回、平成19

年に文化会館で盛大に開催された。
一昨年は鶴岡と関係の深い鹿児島の薩摩藩で開催

された。ここで藩校サミットの目的を申し述べると、

江戸時代（1800年前後）にあって「人材」を育む

教育理念の確立を目指し各藩それぞれで学校（藩

校）を設立したものである。

全国から藩校教育、人材教育に係わる人達が集う

全国大会でもあり、江戸時代の精神文化を改めて評

価して現代に生かすべく行動をしているのが藩校サ

ミットといえる。その内容は各藩校教育の特徴を中

心に紹介され、小学生を中心にした論語の素読の発

表などがあり感動を与えるものであった。又、地元

を代表する方々の鼎談、内容は「地域の教育をどう

生かすか」藩校が現在の教育にどうつながってきた

かなど、その藩独自の教育で有能な人材を育ててき

たのか等発表される。

夕方からは旧藩主を交えて食事をしながら各藩の

人達との交流を深める場があり、これも藩校サミッ

トの有意義な機会でもあり、楽しみでもある。

「今までの藩校サミット開催地」

回数　　開催年　　県名　　藩名　　藩校名

第1回　平成14年　東京湯島聖堂

第　2回　平成15年　福島　　会津　　日新館

第　3回　平成16年　佐賀　　多久　　東原産舎

第　4回　平成17年　岡山　　高梁　　有終館

第　5回　平成18年　長野　　高遠　　進徳館

第　6回　平成19年　山形　　庄内　　致道館

第　7回　平成20年　熊本　　肥後　　時習館

第　8回　平成21年　新潟　越後長岡　崇徳館

第　9回　平成22年　島根　　松江　　文明館
～平成23年　東北大震災により開催を見送る～

第10回　平成24年　茨城　　水戸　　弘道館

第11回　平成25年　鹿児島　薩摩　　造士館

第12回　平成26年　埼玉　　忍　　　進傾館

（第13回　平成27年10月　福岡　黒田　修猷

館　開催予定）

昭和11年

昭和29年

昭和33年

同

昭和55年

平成20年

遠藤敏雄氏経歴

鶴岡市生まれ

鶴岡南高等学校卒業

日本大学理工学部工業経営学科卒業

第一工業製薬株式会社入社（京都市本社）

在京中に近畿荘内会幹事長　及び

日本大学京都校友会幹事長を8年間務める。

帰郷後、羽前縞練株式会社総務部長・取締役

その後、監査役（現職）を務める。
大和交通株式会社取締役就任。（現職）

香呂会報告
出席委員会

◆ゲスト

羽前絹練㈱監査役　遠藤　敏雄氏

◆メイクされた方

藤川享胤君・武田啓之君・富樫松夫君

・、圭′′義朝脇

阿部純次君　遠藤さん、講話有難うございま

した。次回もよろしくお願いいたします。

佐藤孝子君　遠藤さん、スピーチ有難うござ

いました。

真島吉也君　遠藤さんは小さい頃から付かず

離れずでいましたが、この度は図らずもこ

の会場でお会いして嬉しかったです。次回

もよろしくお願いいたします。



世界へのプレゼントになろう

国際ロータリー第2800地区1959年6月9日創立

クラブ
感冠診東京第－ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）⑮毎週火曜日（12：30～13：30）

平成27年10月13日（火）第2733回例会　（本年度第12回）

10月20日（火） �黒豚を楽しむ家族例会 

10月27日（火） �地区大会振替休会 

11月　7日（土） �地区大会 

11月10日（火） �ゲストスピーチ　東京東江戸川RC　嶋村文男氏 

Eメール◎tsuruokaO8＠rid2800．jpホrムページ◎http：／／www．tsuruokar（．Org／

会長報告　　　　　　会長／越智茂昭

1．香頭ケ浜海岸清掃について

10月4日（日）香頭ケ浜海岸清掃が行われました。

ローターアクトの皆さん、思恩園の皆さんと実施、

大変きれいな海岸になったようです。終了後、芋煮

を食べ懇親を深めたとのことでした。参加された会

員の皆さんお疲れ様でした。

2．理事会の報告

（1）東根中央ロータリークラブ創立25周年行事

に祝電を打つ

（2）指名委員会を11月に入ったら立ち上げる

（3）東日本被災者支援及び番頭ケ浜清掃の決算

及び不足分のスマイル会計からの支出の承認

（4）地区大会のバスを11月7日（土）6：30旧

荘内病院駐車場発で運行する

（5）黒豚賞味家族例会にRACの参加を得る

3．会長スピーチ「条約について」

昨晩、環太平洋経済連携協定

（TPP）の大筋合意がなされたよ

うです。

TPPには関心をお持ちの方が多

いと思います。内容のことは専門

家にお任せするとしまして、今日

は条約というものについてお話し

したいと思います。

今回のTPPについては大筋合意ということです

ので、これから条約の文書化が始まります。今回の

交渉国からみますと、正文は英語だけになりそうで

すが、フランスやロシアが入ると正文も複数語にな

りその調整も大変なものです。

条約の調印が済めば即条約が発効するかというと

そうではありません。まず調印した各国の国内法の

整備が必要です。日本の場合ですと、条約に沿った

法律の整備、政令や省令の改定、もっと簡単に課長

名の通達で良いかもしれませんが、条約を有効にす

るための国内法が必要になります。

そして国会による批准という手続きを経て初めて

条約が当該国で発効することになります。条約に

よっては複数国が批准したところで発効という条件

があるものもあります。今回のTPPも発効に際し

条件がつくのではと思います。

ところで、今回のTPPについては発効までの過

程で一番の問題は米国議会です。今年6月にTPA（大

統領貿易促進権限）法案が米国で可決されTPP交

渉が進展、昨日の大筋合意に至ったのは紛れもない

事実ですが、TPPの通商交渉をTPAにより大統領

に白紙委任したかどうかということは議論のあると

ころとなっています。議会でもめますと批准ができ

るかどうかはわかりません。

米国が音頭を取って条約を作り、その後批准しな

かったことは何回もあります。第一次大戦後に戦争

は2度と起こさないということで米国が主導して国

際連盟が設立されました。しかし米国議会は主権を

侵されると承認せず、米国は加盟できませんでした。

今、尖閣列島に中国の公船が領海侵犯を毎日のよう

にしていますが、この領海というのは、米国が主導

して成立した海洋法条約を根拠としていますが、こ

れも議会が米軍の行動に制約をきたし主権が守れな

いということでいまだに批准されていません。

TPPについても米国はかなり無理して譲歩してい

ますので議会の抵抗はかなりあるものと思われます。

まだまだTPPが発効するには越えなければならな

いハードルがあるものと考えています。

雷Rl会長K．R．〟ラビ〝ラビンドラン　｛地区ガバナー酒井　彰

肇会長／越智茂昭慧副会長／木村　節詔幹事／武田啓之腰会長エレクト／加藤　亨
濱会報委員会／佐藤詩郎・阿部純次・菅原成規

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1F　田！（0235）28－3375因（0235）28－3376



幹事報告 幹事／武田啓之

○鹿児島西RC

会報到着

○立川RC

創立40周年記念式典御礼並びに記念誌送付

保険の活かし方について
（有）トータル保険　代表　大川　淳君

今日は10分ほどお時間をいた

だけるということでお話しさせて

いただきます。

私は、資格としては住宅ローン

アドバイザー、相続診断士、公的

保険アドバイザー、ファイナン

シャルプランナーの資格をもって

保険代理店を営んでおります。この業界に入り今年

で30年ほどになります。独立してから21年目です。

22歳で結婚して23歳で親になり、今3人の孫が

おります。私は今55歳です。
一人で始めた仕事から仲間が増え7名。それか

ら雇用関係はないのですが2名の者を含めますと9

名で代理店経営をさせていただいております。

私のお客様で乳がんにかかられた方がいました。

60歳過ぎで亡くなりました。生前お客様にどうい

う生命保険にお入りですかと聞いてみると、家族の

中でその女性だけ何にも保険に入っていませんでし

た。何でと聞きましたところ、「大川さんや、私さ

病気つくと思うか？」というふうに言われたのです。

パワフルな方だったのですが、数年経ってご主人か

ら奥さんが癌にかかったといわれました。余命半年

と宣告され、いろんな治療を重ねて来たようです。

残念ながら　4年半後に亡くなりました。命を救う

事は出来なかったかもしれませんが、せめて経済面

だけでも保険という形でお手伝いできることがあっ

たのではと思わされました。

また損害保険では火災保険のことです。青柳町で

火災がありました。翌日ニュースを見ましたら私の

お客様の名前が新聞に載っていたのです。その瞬間

に困ったと思ったのです。おじいちゃんで一人暮ら

しだったのですが火災と一緒に亡くなったのです。

息子さん達がいるということは聞いていましたが連

絡先を聞いていなかったのです。近所を聞き回って

みたのですがわかりませんでした。町内会長に聞こ

うと思っていた矢先息子さんから電話が入りました。

証書は焼けずに残っていたということで電話番号が

載っていてそれを見て私のところに電話をくださっ

たのです。連絡先は聞きにくくても聞いておくべき

だなと思いました。

それから母子家庭の話です。30代の女性に生命

保険に入っていただきました。受取人は子供さんで

した。若い母親が亡くなった時に子どもが成長でき

るようにきちっとした形で残しておく。普通のよう

に思われますが、実はこの後が大変だったのです。

受取人が受取れないのです。未成年は法的な手続き

はできません。法律上は親権人のいない子供という

扱いになります。では手続きをするのはというと未

成年の後見人です。亡くなった方の実家のお母さん

と別れた旦那のお母さんの対立でずっと後見人が決

まらなかったのです。これも私が受取人の選定を間

違っていたということで反省をさせられました。

これは苦い経験ではないのですが、保険が支払わ

れるコツをお教えします。海外旅行をされる方もい

らっしゃると思いますが、例えば庄内空港で降りて

庄内空港から自宅までの間に腹痛を起こしたとしま

す。この時に間違って家に帰ってはいけませんとい

う話です。海外旅行の補償は家に帰って玄関に入っ

たら切れるのです。なのでまっすぐにお医者さんに

行ってください。そうすれば保険がききます。保険

というのはこういうふうにちょっとしたコツがわか

るともらえたり買えなかったりが沢山あります。

これはネット通販では教えてくれない事だと思い

ますので身近に保険代理店がいるというのは頼りに

なるのではと思います。

保険代理店は全国にどのくらいあると思いますか。

約20万店です。コンビニの数は約5万店です。歯

医者さんは6万5千ぐらいです。保険代理店とい

うのはものすごい数があります。その中で損保市場

が約7．8兆円、生命保険の市場は40兆円ぐらいです。

そういう中で奪い合いをやっているわけです。今後

の取り組みとしては、今年に入って企業向けに社会

保険料の適正化についてのお話しをさせていただい

ております。そうすることによって会社に現金を残

すという手法を今やっている段階です。あとは異業

種の方々に保険の営業は一番難しいと言われており

ます。私にはその実感はないのですがそういう自分

たちがやって来た事を異業種の方々の営業の部門に

伝えることで売上アップにつながるようなお手伝い

ができるのではないかと思います。保険は入るもの

というよりもうまく活用していかしていく、その一

つの道具として使っていただければもっと保険とい

うものが広がっていくのではないかと思います。

今日は貴重なお時間をいただきましてありがとう

ございました。

香呂会報告
出席委員会

◆ゲスト

米山奨学生　　王莫非君

◆メイクされた方

藤川享胤君　西川富美子君

主∴恕詔確脇
加藤　亨君　香頭ケ浜の清掃ご苦労様でした。会員、

アクト、思恩園で28名の参加でした。



世界へのプレゼントになろう

国際ロータリー第2800地区1959年6月9日創立

クラブ
惑冠診東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）感国語毎週火曜日（12：30～13：30）

平成27年10月20日（火）第2734回例会　（本年度第13回）

10月27日（火） �地区大会振替休会 

11月　7日（土） �地区大会 

11月10日（火） �ゲストスピーチ　東京東江戸川RC　嶋村文男氏 

11月17日（火） �ゲストスピーチ　鶴岡警察署長近藤　好司氏 

Eメール◎tsuruOkaO8＠rid2800．jpホームページ◎http：／／www・tSuruOkar⊂・Org／

会長報告　　　　　　会長／越智茂昭

1．会津若松南R⊂新ソバ会について

11月9日（月）午後6時～になります。翌日は「会

長杯ゴルフコンペ」も行われます。

11月10日の例会は嶋村さんをお迎えして、

卓話を頂くことになっています。また9日は嶋

村さんの歓迎会も予定されています。参加者の調

整を致しますので宜しくご協力のほどお願い致し

ます。

2．台中港区R⊂との続盟式について

続盟式は来年5月9日（月）夜に、台中港区

RC45周年記念式典は10日（火）の昼に行われます。

台北には青少年交換で来日されていたアイサさん、

そして今台湾に留学している山崎奈央さん、酒井

高次さんがいますので激励会なども計画したいの

でよろしくお願い致します。

3．RA⊂のバザーについて

今週末10月17日（土）に山王ナイトバザー

ルでバザーを行います。皆さんのご協力により商

品もかなり集まりアクトの皆さんも張り切ってい

るようです。売上は思恩園の子供たちのために使

用するとの事ですのでお買い上げのほどもよろし

くお原恥、します。

幹事報告　　　　　　幹事／武田啓之

〇台中港区扶輪社

台中港区扶輪社の45周年記念式典と続盟式の

歓迎会日程について

続盟式典・歓迎晩餐会

日時：5月9日（月）17：30～

場所：台中港酒店

45周年記念式典・歓迎晩餐会

■Rl会長K．R．〟ラビ〝

日時：5月10日（火）11：30～

場所：新天地

○会津若松商RC

会津若松南RC新ソバ会のご案内

日時：11月9日（月）例会点鐘　午後6時～

場所：ホテルニューパレス

登録料：10，000円　締切10／28

0立川RC

移動例会・休会のお知らせ

移動例会：日時：10月15日（木）例会

場所：清河八郎記念館　点鐘：12：15

休会：10月22日（木）例会

今どきの若いもんを育てる
セコム山形統括顧問　田崎義彦君

1現代の若者気質

現代の若者気質をひと言で言
えば「自分勝手で物おじしない」。

巷ではコミュニケーション能力

がないと一番よく聞きます。先

輩或いは上司と話をしようとす

る気持ちすらない。ですから相

手の立場に立った考え方が出来ない。よって何で怒

られているのかわからない。さらに物事を深く考え

ない。マニュアル通りには出来るけれどもそれ以上

の創意工夫が何もできない。さらには当事者意識が

希薄している。まるで他人事の様に扱う。楽に楽し

くきれいに成果を上げようとする。無駄な努力はし

たくないとそんなことを色々お聞きします。こう

いった現代の若者を一人前の警察官に育てることは

正直容易なことではありません。

2　警察学校教養の概要

新たに警察官に採用されますと、警察学校に全員

ラビンドラン　■地区ガ／け一酒井　　彰

蕃会長／越智茂昭讃副会長／木村　節蔓幹事／武田啓之葛会長エレクト／加藤　亨
惑会報委員会／佐藤詩郎・阿部純次・菅原成規

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1F【田（0235）28－3375田（0235）28－3376



入校します。警察学校は全寮制で共同生活を行いま

す。基本は3つです。1つは法律などの知識技能を

教える。2つは悪と対時する強靭な精神力、体力を

錬成する。そしてもう1つが、これが大事なので

すが豊かな人間性を教毒します。

初任科は、大卒6ケ月、高卒10ケ月です。その

中でも最初の一ケ月間は特別教養期間と言って、外

出外泊禁止です。缶詰め状態で警察官として必要最

低限のことをきちんと教えます。警察教義の第一歩

は形から入ります。まず大きな声で返事をする。そ

して帽子をかぶったときの敬礼の仕方、帽子を脱い

だときの敬礼の仕方をきちんと教え込みます。これ

はできるまで徹底してやらせます。そうすることに

よって彼らが長い警察人生でいかなる場合でも礼節

をわきまえた所作ができるようになるというふうに

考えております。

3　社会人経験者のエアーポケット

しかし社会人経験者はそう簡単ではありません。

実は私も27歳で警察官になりました。今は35歳

が年齢制限です。35歳の学生が10歳も若い若造

と寝食を共にしてハンデ無しで訓練を受けます。少

なからずカルチャーショックを受け、身も心もポロ

ポロになります。どんな仕事も楽な仕事はどこにも

ない。今こそ君たちは背水の陣で退路を断って己に

勝つことだけを考えなさいと叱咤激励します。

4　今どきの若いもんの言動

そうやって踏みとどまって18歳から35歳まで

の学生が日々教養訓練に明け暮れますが、そこは今

どきの若いものです。毎日びっくりする事が沢山あ

ります。例えばお客さんが来たのでお茶を出すとイ

ンスタントコーヒーの様に湯のみにお茶っ葉を直に

入れてお湯を注どうとするのです。洗濯させますと

洗剤を入れないで柔軟剤だけで洗濯しようとする。

また米をとぐと家庭用の食器用洗剤を使って洗おう

とする。こうなると常識以前の問題です。また教官

が個別面接をするから時間を空けるように言うと、

平気で自分の行事を優先して教官の申し入れを拒否

します。例を挙げたらきりがない位そんなことが毎

日です。こんなことも知らないのだと教官たちがく

どきます。しかし今どきの若いものはというフレー

ズは今に始まったものではないはずです。それこそ

神代の昔から自分より若い世代が頼りなくて頑張っ

て欲しくて続いてきたフレーズだと思います。ロ

ゼッタストーンにもこのような内容のことが刻まれ

ていると聞いています。

そのようにくどいている教官方も、「あなた方が

学生のころ何と言われているか矢口っているか？」何

と言われたかというと「新人類」です。「今どきの

新人類は何を考えているのかわからない、先が思い

やられる」そういわれてきたのです。その新人類が

今選ばれて若手の育成に当たっています。ですから

そんなに心配することはないと私は思うのです。そ

の今どきの若い者は私たちが知っている社会常識を

知らないだけなのです。そして警察官としての仕事

のやり方、先輩や上司との接し方を知らないだけな

のです。知らなかったら教えてやればいいのです。

理解出来なければ何故そうしなければならないのか、

根拠を示してきちんと説明してやる。そして最も大

事な事は分かるまで教えてやる。できるまでやらせ

るということだと思います。ですから短気を起さな

いで辛抱強く教えてやる事が大事なのかなと思って

います。

5　送る言葉

そんなこんなで初任科の卒業が間近になりますと

私は教え子たちに二つのはなむけの言葉を贈ってき

ました。1つは高い問題意識を持てということです。

問題意識を持つことで自覚と自主性が生まれます。

警察官としての自覚、そして自ら進んで困難な仕事

に立ち向かうその姿勢が生まれます。ですから高い

問題意識を持てと言います。2つ目は失敗を恐れる

なということです。現場に出ればすべてが初体験で

す。失敗の連続は当たり前、毎日のように先輩、上

司から叱られることでしょう。しかしその失敗を恐

れて萎縮したり、いい子になろうと教えられた事だ

け、指示されたことだけやっているような消極的な

人間になってはだめだ、人間というのは失敗して初

めてさらに深く学びそれを乗り越えてひと回りもふ

た回りも大きくなるのです。ノーベル賞・医学生理

学者の大村先生も学生たちに失敗を恐れるなとおっ

しゃっていましたが、まさに失敗を恐れず、がむしゃ

らに前向きに仕事をしなさいと学生達を送り出して

います。今教え子達は現場に出て既に2年が経ち

ました。今度は交番勤務を経て、交通、刑事などの

専門職として四苦八苦しております。彼らが10年、

20年と現場で経験を積んで中堅として活躍する頃

に「校長、今どきの若い者は何を考えているかわか

らない」そういうふうにくどくのを酒のつまみに一

緒に飲めたらと楽しみにしながら今の教え子達が

日々成長していくことを楽しみにしている次第です。

香呂会報告
出席委員会

◆ゲスト

前山形県警察学校校長

セコム㈱山形統轄支社　田崎　義彦氏

◆メイクされた方

藤川享胤君　木村節君　丸山隆志君　西川富美子君

佐藤友行君　武田啓之君　田村一美君

工∴恕蘭婚脇
上野欣一君　田崎先生のスピーチに強く共感いたし

ました。ありがとうございました。一昨日、三男

（28歳）がグアムで結婚式をあげました。疲れま

した。

佐藤孝子君　今朝、内孫が生まれました。2，470グ

ラムの女の子。母子とも元気で安心しました。



ttt坤へのプレゼントになろう

国際ロータリー第2800地区1959年6月9日創立

一夕リークラブ
忽冠諺東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）屯田∋毎週火曜日（12：30～13‥30）

平成27年10月27日（火）第2735回例会　（本年度第14回）

11月　7日（土） �地区大会 

11月10日（火） �ゲストスピーチ　東京東江戸川RC　嶋村文男氏 

11月17日（火） �ゲストスピーチ　鶴岡警察署長近藤　好司氏 

11月24日（火） �ゲストスピーチ　羽前絹練㈱監査役遠藤　敏雄氏 

Eメール◎tsuruOkaO8＠rid2800．jpホームページ◎http：／／www．tsuruokar⊂．Org／

会長報告　　　　　　会長／越智茂昭

1　計報について

（1）阿部純次君のど尊父

10月11日（日）阿部純次君のご尊父がど逝

去されました。葬儀は14日（水）に近親者のみ

で執り行われたとのことです。

（2）余目RC佐藤孝二郎氏

10月18　日（日）佐藤孝二郎君がご逝去され

ました。佐藤氏は1991－92年度2800地区第2

ブロックの分区代理を歴任されています。

告別式は22日（木）9時から余目のプリエール

庄内で行われます。

2　新会員の推薦について

持ち回り理事会により会員候補者の氏名を公表

します。

（株）JTB東北庄内支店　支店長　武田研二氏

2006－07年度から2年ほど山形RCの会員でし

た。

3　RA⊂のバザーについて

先週17日のナイトバザールでのバザーに多く

の会員がお買い上げ頂き有難うございました。

☆バザー報告

鶴岡ローターアクト会長　伊藤　蘭君

10月17日山王ナイトバザールでフリーマーケッ

トを行いました。皆様からたくさんの品物をど提供

いただき本当にありがとうございました。当日は

OBの小南さんと8名で頑張ることが出来ました。

目標売上を3万円に設定しましたが、結果33，000

円と目標を達成できました。この売上は思恩園への

寄付と　3月に行われる全国研修会の費用として使

わせていただきます。ありがとうございました。

香呂会報告

出席委員会
◆ゲスト

武田研二様　越智一江様　佐々木十代子様

前田美樹様　前田奈津希ちゃん

米山奨学生　王莫非君

鶴岡ローターアクトクラブ

伊東蘭さん　疋田絵里さん　板垣沙織さん

川井奈津美さん

◆ビジター

鶴岡南RC　榎本久静子君　納谷政一君

◆メイクされた方

丸山隆志君　田村優君　菅原成規君　越智茂昭君

佐藤詩郎君　佐藤孝子君　加藤亨君　武田啓之君

富樫松夫君　富田喜美子君

黒豚家族例螢雨
一＿　　＿　－－

憶・淘
昭さんを思い出します。斎藤さんは庄内ミートの顧

問をされておられ、鹿児島には出張される機会が多

かったと聞いております。黒豚例会では、斎藤昭さ

んが前に出て「おいしい

しゃぶしゃぶの食べ方」

を講義して下さったこと

を思い出します。今日は

鶴岡南RC、鶴岡RAC会員

家族の皆さんがお見えに

なっておられますのでご

ゆっくりお楽しみ頂けれ

ばと思います。

■Rl会長K．R．〟ラビ〝ラビンドラン　■地区ガバナー酒井　彰

讃会長／越智茂昭蔓副会長／木村　節凛幹事／武田啓之凛会長エレクト／加藤　亨
澤会報委員会／佐藤詩郎・阿部純次・菅原成規
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クラブ

⑮東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）懇望諺毎週火曜日（12：30～13：30）

平成27年11月7日（土）・10日（火）第2735・36回例会（本年度第14・15回）

11月24日（火） �ゲストスピーチ　羽前絹練㈱監査役遠藤　敏雄氏 

12月1日（火） �理事会・クラブ年次総会 

12月5日（土） �ブ、、　　　A‾lA 2　ロックIM・口同 �コ言 

12月8日（火） �2740回例会：5日のIM �こ振替 

EメTル◎tsuruokaO8＠rid2800．jpホームページ◎http：／／www．tsuruokar⊂・Org／

会長報告　　　　　　会長／越智茂昭

1　理事会の結果について

（1）武田研二君の入会が承認されました。

職業分類　旅行斡旋

所属委員会　職業奉仕委員会

（2）クリスマス例会について

12月22日18時～　東京第一ホテル鶴岡

招待者　米山奨学生、青少年交換学生及びホ

ストファミリー、IAC、RAC、金婚式、銀婚

式のお祝い。

（3）IMのクラブ負担について

登録料の一部2，000円をクラブ負担とする。

（4）黒豚家族例会決算について

不足分51，524円をクラブ負担とする。

2　地区大会について

地区大会に16名の会員が参加して頂きました。

有難うございました。

その場で米山寄付平均額第1位で表彰されま

した。

3　会津若松南クラブの新そば例会について

4名の方が参加されました有難うございました。

4lMについて

12月5日（土）13：30～

IM及び6クラブ合同例会が行われます。

移動例会でもありますので大勢の会員の参加をお

頗いします。

幹事報告　　　　　　幹事／武田啓之

○木村AG・鶴岡西R⊂

IM並びに第2ブロック6RC合同例会の御案内

日時：12月5日仕）場所：東京第一ホテル鶴岡

IM：登録13：00　合同例会：17：20

回

懇親会：18：10　閉会19：45

登録料：一人6，000円IM分担金：2，000円／一人

○ガバナー事務所

青少年奉仕セミナー

日時：11月22日（日）登録12：30

場所：ホテルサンルート米沢　登録料：2，000円

〇台中港区扶輪社

45周年記念式典と続盟式の歓迎会日程について

続盟式典・歓迎晩餐会

日時：5月9日（月）17：30～

場所：台中港酒店

45周年記念式典・歓迎晩餐会

日時：5月10日（火）11：30～

場所：新天地餐会

ポリオ撲滅に向かって
東京東江戸川R⊂副会長　嶋村　文男君

東京東江戸川の嶋村です。

今日はポリオとは、ロータリー

のポリオ撲滅の歩み、そして

ポリオ撲滅に向かって私たち

がすべきことをお話します。

ポリオとは脊髄性小児麻痔と

いう病気です。ウイルス性の

感染症です。治療法は現在の

ところありません。ワクチンの予防投与だけです。

東京麹町RCの山田さんと峰さんという方が南イン

ドに「はしか」の状況を見に行った時にポリオをみ

つけ、ポリオ撲滅をRIに提唱しました。32年前です。

それに対してRIはやっと動き出しました。1988

年にはWHO、ユニセフ、英国疾病予防センターと

連携、それ以来ポリオの発症数というのは当初の

35万件から昨年359件まで抑えられています。

■Rl会長K．R．〟ラビ〝ラビンドラン　■地区ガバナー酒井　彰

環会長／越智茂昭警副会長／木村　節雷幹事／武田啓之義会長工レクト／加藤　亨
ヨ会報委員会／佐藤詩郎・阿部純次・菅原成規
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2014年2月にWHOがインドのポリオフリーを発

表して残る国はインドに隣接するパキスタン、アフ

ガニスタン、ナイジェリアの三カ国となっています。

ポリオは2011年1月に西ベンガル州のラクシヤー

さんという3歳の女の子の発症を最後に2014年2

月インドの撲滅運動でポリオフリーを宣言しました。

ポリオがなくなってから3年間0にならないと根

絶宣言にならないということです。昨年トータルで

359件。同じ10月21日は246件で現在51件で

すので確実にポリオの撲滅に世界は向かっています。

どういう形で私たちが活動しているか今年のケース

でお話しします。2月　20　日インドに行きました。

そしてNID　というポリオのワクチン投与を明日や

りますというラリーに参加します。インドは14億

人いますが1億8千万人の0歳から5歳の子を対

象にします。300万ブースに分かれて世界のロータ

リアンが集まって活動します。ワクチンの投与が終

わった子に紫のマークを付けるのですが、マークの

ない子に徹底的にやって翌日帰る。今回インドに子

供たちに何か配ろうということで鉛筆とノートを用

意して持って行きました。

では私たちがポリオ撲滅のために何ができるか、

ポリオ撲滅エンドゲーム戦略計画、2018年、あと

三年後に終わらそうということでロータリーは地球

上からのポリオの撲滅を目指しています。必要とさ

れる資金のうち5，6億ドル足りません。ポリオは飛

び火するのです。全世界で無くならないとこの活動

はやめられないのです。WHOが昨年5月には緊急

事態宣言、要はイラクとか様々な国で政治問題が発

生し、このままではポリオ撲滅はできないという緊

急宣言がありました。その中でナイジェリアはこれ

から二年間発症が0だとインドと同じようにポリ

オフリーになります。今後のポリオの活動について

はロータリーは資金調達、支援の呼びかけ、ボラン

ティア集め、認識向上が柱です。

実際にインドに行ってみて雑踏の中で子供達と接

する、そしてとくに日本人は大変子供の扱いが上手

いということで、インドのお父さんお母さんたちも

安心して子供達を連れてくる。これもやはりロータ

リーが10年近くNIDに実際にいってやっている先

輩たちの思いが届いているのかなということを深く

感じております。

香呂会報告
出席委員会
◆ゲスト

東京束江戸川RC　嶋村文男君

米山奨学生　王莫日君

◆ビジター

東京東江戸川RC　城戸国雄君

第二ブロックガバナー補佐　木村有為君

◆メイクされた方

阿蘇司朗君・小林健郎君・丸山隆志君・阿部正剛君

加藤亨君・越智茂昭君・佐藤詩郎君・佐藤孝子君

菅原成規君・西川富美子君・武田啓之君

富樫松夫君・冨田喜美子君

よ孟蜜攣盤いたしました。ご指導の程何

卒宜しくお願い致します。

東京東江戸川R⊂　嶋村文男君・城戸国雄君　本日

は宜しくお願いします。

武田啓之君　武田さん同じ名字で頑張りましょう。

菅原成規君　城戸さん、嶋村さん、遠方からありが

とうございます。

佐藤孝子君　嶋村さん、ナランさんのコンサートお

世話になりました。卓話ありがとうございました。

加藤　亨君　嶋村さん、城戸さん、ようこそ。武田

さん今後よろしくお願いします。

樋渡美智子君　嶋村さん、城戸さん、ご来鶴ありが

とうございます。11月7日～13日まで息子の

三回目の個展を致道博物館で開催中です。開始4

日冒300名程の来館者数になりそうです。

佐藤友行君　武田研二さんの入会を心から歓迎いた

します。

越智茂昭君　嶋村さん、ポリオの話有りがとうござ

いました。

木村有為君IMへの大勢の御参加をお願いして。

真島吉也君　ポリオに関し詳細なおはなし。よく理

解できました。ありがとうございました。
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＃肩口 クラブ‾
魔岳国語東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）惑溺診毎週火曜日（12‥30～13：30）

平成27年11月17日（火）　第2737回例会　（本年度第16回）

12月1日（火） �理事会・クラブ年次総会　新入会員スピーチ　阿部正剛君 

12月5日（土） �第2ブロックIM・第2ブロック6RC合同例会 

12月8日（火） �第2ブロックIMの振替休会 

12月15日（火） �ゲストスピーチ　出羽庄内国際村勤務・元米山奨学生　揚（ヤン）さん 
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会長報告　　　　　　会長／越智茂昭

1　RA⊂地区代表公式訪問について

11月15　日（日）ロータアクトクラブ地区代

表公式訪問例会がありました。RAC委員会委員

長佐藤久樹さんと二人で参加しました。

クラブや地区の現状、問題点、今後の予定など

が活発に話し合われ、大変有意義な例会でした。

その中で問題点

（1）第13回APRRC（アジア太平洋地域ローター

アクト会議）、第28回全国ローターアクト研

修会、3月18日（金）～21日（月）に京都

で開催。鶴岡RACから3名参加で調整中。

（2）会員増強

今年度末で4名の退会が見込まれるので会員

増強が急務。

☆国のリーダーの責務

10月31日に起きたロシア航空機の墜落で224名、

そして先日13日に起こったフランス、パリで128

名の方がテロで亡くなられました。

主権、国民の命を守るべき大統領、ロシアのプー

チン氏とフランスのオランド氏の対応、そしてマス

コミなどの取り上げ方にかなりの差があると感じま

した。ロシア航空機について、ロシアはテロとは断

定してないので差はあるとは思いますがそれにして

もちょっと違いがありすぎると感じました。

国家のトップとして国民の命を守るということは

大統領または首相という国家のリーダーとしては相

当重いものと考えています。

1977年に日本赤軍にハイジャックされた日本航

空機、その人質を救出するため当時の福田匙夫内閣

総理大臣が「人の命は地球より重い」と述べて、身

代金600万ドルの支払いおよび、超法規的措置と

して獄中メンバーなどを引き渡し、テロに屈したこ

とになっています。

そして、1994年に総理大臣となった社会党党首、

村山富市氏も主権を守るためには自衛隊は必要であ

ると認めました。村山氏は非武装中立、自衛隊は憲

法違反との自身の主張、主義を捨てただけでなく社

会党もつぶしてしまいました。

国家のリーダーになるということは大変なようで

す。今年の始めに起きたイスラム国による日本人二

人の人質事件による安倍晋三総理によるテロとは取

引をしないということで、次の人質事件を引き起こ

さない配慮をしました。この時は自己責任という言

葉がかなり出てきましたが、国民の命を守る首相と

しては日本国民である限りは命を守らなくてはなり

ません。国家のリーダーとしては自己責任とは言え

ないのです。

トップ、リーダーになると村山氏のように人が変

わるとよく聞きます。会員の皆さんは会社などで

リーダーとして仕事をされていますので、その重責

は良く分かるのではと思います。

幹事報告　　　　　　幹事／武田啓之三

〇ガバナー事務所

青少年奉仕セミナー延期のお知らせ

日時：11月22日（日）延期となります。

場所：ホテルサンルート米沢

守りの力（抵抗力）を高める
鶴岡警乗署署長　近藤好司氏

警察の業界新聞に掲載された興味深い記事を引用

して話を進めたいと思います。

時は江戸時代、1797年（寛永）～1832年（天保）

■Rl会長K．R．〟ラビ〝ラビンドラン　■地区ガバナー酒井　　彰

潔会長／越智茂昭誓副会長／木村　節男幹事／武田啓之蛮会長エレクト／加藤　亨
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に暗躍した大名屋敷専門の大泥棒、

鼠小僧の話です。鼠小僧は、生涯

で2度しか捕まっていません。江

戸町奉行所の取調記録・自供記録
「鼠賊白状記」によれば、大名屋

敷「99箇所、122回」の泥棒を

白状しています。

鼠は、「武士たちは、守りについて過信し、メン

ツがあって届け出ない」といっています。これは、

被害に遭っても鍼口令を敷き、届けを出さない（無

届）、隣の大名屋敷が被害に遭ったことを誰も知ら

ない（無知）、侵入手口や被害が伝わらないから、

また被害にあう（悪循環）ということになります。

つまり、武士の守りの脆弱性を見事に突いたのが鼠

であったということです。

この話から、3つの問題点が浮き彫りになります。

①は、防犯システムの備えのこと　②は、届け出を

しなかったこと　③は、防犯情報の共有がされな

かったことです。

このように、犯罪や事故から身を守るためには、

発生状況を正確に把握して、これを生かして、抵抗

力を高めることがなにより不可欠です。

情事削まこまめに流して、皆に気付いてもらうこと

が重要です。その方法は、口コミ、新聞・テレビ等

のメディアからの広報、交番や駐在所のミニ広報誌、

ホームページ、警察職員が寸劇している例、近頃では、

110ネットワークといった安全安心メールシステム

も用いています。

近頃特に活発に広報しているのは、「特殊詐欺」

です。これについては、騙しの電話が来たことにつ

いて細々と頻繁に広報しています。こうして、犯人

のやり口について気付いてもらうための広報をして

いますが、皮肉なことに、犯人がこの情報を分析し

て別のやり方に移っていくというように、変化著し

い犯人側の悪知恵との戦いを繰り広げています。

次に、犯罪に遭わないまちづくりに知見を生かす

ということについてお話します。「防犯環境設計」

という考え方があります。建物や街路等の物理的な

設計・整備面から犯罪を予防するということで、そ

の設計に当たって、犯罪の分析により集積した知見

を生かそうとするものです。防犯環境設計4つの

手法を簡単に紹介します。
一つは、「自然監視性の確保」といって

人から見られている状況や自然や目を配られてい

る状況を創出するものです。周囲から見通しの良い

建物の構造や外部照明を改善することで、住民の目

が自然に届く環境を作るようにするものです。

二つは、「領域性の確保」といって

連帯・縄張りの意思を示す地域の力です。住民と

周辺環境の整備、管理の維持や地域コミュニティの

形成により、部外者が侵入しにくい環境を作るもの

です。

三つ目は、「接近の制御」といって

物理的、心理的に住宅に接近しにくい構造により、

侵入経路を制御するものです。

四つ目は、「対象物の強化」といって

ドア錠や窓ガラス、建材などを物理的に強化し、

侵入を防ぐというものです。

中でも特に目を見張る効果があるものは「接近の

制御」の手段の一つである防犯カメラです。防犯カ

メラの効果を私なりに並べてみますと、犯行を思い

とどまらせる「人の目」の代わりになり犯罪の減少

に直結します。そして、住民等の安心感に寄与でき

ます。また、事件・事故の解決では、近頃特に役立っ

ています。更には迷惑行為やトラブルの防止と解決

等の私的な場面で有効活用が期待できます。運転で

はドライブレコーダー、業務では室内外のカメラが

自分や会社を守ることに役立ちます。犯罪者が好む

のは「入りやすくて、見えにくい」ところで、これ

がキーワードです。入りやすい場所は簡単に、怪し

まれずに、近づき、邪魔されず、逃げやすいところ、

そして見えにくい場所は、気付かれず（目撃されな

い）、邪魔されず（通報されない）ところです。

こうした視点から地域の守りをして、抵抗力を高

めて頂きたいと思います。

（⊃おわりに

犯罪にも交通事故にも遭わないという安全で安心

な鶴岡を作ることを署員皆で頑張っておりますが、

警察ができるものは、限られています。

社会の抵抗力を高めるうえで、特に、防犯のため

の環境の整備などについては、何とか「民の力で」

と声かけをしているので、どうかよろしくお願いし

たいと思います。

香呂会報告
出席委員会

◆ゲスト

鶴岡警察署長　警視　近藤好司氏

鶴岡警察署警務課長　警部　近　俊隆氏

◆メイクされた方

阿部純次君・佐藤孝子君・富田喜美子君・佐藤久樹君

主∴教習⑯脇
武田啓之君　近藤署長これからも地域の安全、安心

よろしくお願いします。

加藤一弘君10月25日に30年ぶりの行事があり、

藤川さんよりお手伝いをいただきました。例会も

休み御迷惑をおかけ致しスマイル致します。

佐藤孝子君　近藤署長、卓話ありがとうございまし

た。ガバナー賞頂きお礼申し上げます。

阿部純次君　父の逝去にクラブより悔みの香典を頂

戴し恐縮しております。

富樫松夫君　①木村ガバナー補佐、IMのご案内有

難うございます。　②武田さんの入会歓迎致しま

す。宜しくお願い致します。　③嶋村さんの卓話

有難うございました。
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会長報告 会長／越智茂昭

1　年次総会について

来週12月1日（火）は例会終了後、年次総会

がおこなわれます。

今日の新聞に「ご苦労様です」と言った人を殴っ

たということで逮捕されたという記事がありました。

数か月前にタレントのタモリさんがAKBの若い子

たちがタモリさんに「お疲れ様でした」と言たら怒っ

ているとネット上をにぎわせていました。言葉は時

代とともに変化しますので難しいものです。

幹事報告　　　　　　幹事／武田啓之

○ガバナー事務所

地区ローターアクト第2回会長幹事会のご案内

日時：11月29日（日）

登録開始：9時30分～　会議：10時～12時

開催場所：山形県青年の家　　締切11／22

0ガバナー工レクト事務所

次年度地区役員推薦のお願い

同意書等締切：12／16

全国藩校サミットについて（第二回）

羽前縞練脾）監査役　遠藤敏雄氏

前回（9月29日）は全国藩校サ

ミットの目的、内容について申し

上げましたが、今回は藩校（致道館）、

藩学祖裸学、孔子、論語について、

そして最後に庄内藩に関係の深

かった長岡藩、肥後藩（熊本、加

藤家）について時間の許す限り要約して申し上げた

いと思います。

回

☆致道館について

庄内藩校、致道館についてはお手元のパンフレッ

トをご参照願います。藩校は文化12年（1805年）

創設され（山王神社の北側）当時は郊外であったと

思われます。文化13年（1816年）に現在地へ移

されています。

致道館の建物は岡山藩の藩校（関谷学校）をモデ

ルにしてその図面を借り受け、それを参考にして聖

廟、講堂、書庫、詰所、御入間、各御門、武術場な

どを建設しました。現在の建物は聖廟、講堂、書庫、

御入間が残されている。講堂の正面にある「致道館」

という扁額は庄内の代表的な書家、重田道樹が揮毒

したものです。（重田家は藩医の出身で先祖は今川

家にさかのぼる名家である）この揮亮する時、下書

きが長持ちいっぱいになったという逸話が残ってい

る。「致道館」の名前はパンフレットの表紙にもあ

るとおり「君子学んで以て其の道を致す」という論

語の一節からとった名称であります。

現在の建物は東北地方で唯一、当時の建物の一部

が残されているのが鶴岡のみで非常に責重な存在で

ある。なぜ東北で鶴岡だけが残ったのか、これは戊

辰戦争で各藩はほとんど火の海となったが、庄内藩

は領内に官軍を入れず（新潟寄りの関川だけに一部

入った）領外で戦った為、戦火をまぬがれ、又第二

次世界大戦でも戦火をまぬがれた非常に稀な都市で

ある。「建物の特徴」御人の間の廟下はウグイス張

りの廟下や、床下、天井など敵が侵入しにくい設計

になっている。御人の間は戊辰戦争終結後の城開け

渡しの時、官軍の参謀黒田清隆と酒井家15代藩主

忠篤公と会談した場所である。

☆荻生祖裸学について

庄内藩の学問は幕府が全国に命令した朱子学では

■Rl会長K．R．〟ラビ〝ラビンドラン　｛地区ガバナー酒井　彰

、狂会長／越智茂昭　副会長／木村　節　′幹事／武田啓之　三会長エレクト／加藤　亨
葦会報委員会／佐藤詩郎・阿部純次・菅原成規

事務局：山形県鶴岡市錦町2－68鶴岡SSビル1F【瑚（0235）28－3375因（0235）28－3376



なく、損保学を採用した。その理由は水野元朗家老

をはじめ狙裸学を学んでいた人材が庄内藩には多く

居た事で採用されたものと思われる。（彦根の井伊

家も庄内と同じく採用していた）祖裸学の学問スタ

イルは一般的な講義形式（朱子学）ではなく各人の

個性を認め、自分で考えて学習する形をとり、長所

を伸ばすことで短所は消え去るということで、「自

学自習」に重点をおいた教育であった。又、会業と

いって今のゼミナールといったもので各人のコミュ

ニケーションをはかって理解を深めていく教育で

あった。この教育で庄内から幾多の人材が育てられ

たのである。又、武術のレベルも非常に高かったと

思われる。（戊辰の戦いでの庄内藩の強さは官軍を

はじめ、他藩にもその強力な戦力を認めさせた戦い

振りだった）

☆孔子、論語について

まず孔子という人物はどんな人物であったのか、

どこで生まれ、どんな人生を送ったのか。その人物

像について概略を申し上げますと、孔子の故郷「曲

阜」という所で誕生した。曲皐は現在の山東省南部。

昔、孔子が生まれた頃の魯の国は勢いが無くなって

きた頃であった。斉、晋、楚など大国に比べ小国に

なっていた。時期としては日本の縄文時代から弥生

時代への移行期あたりと思われる。この時期の周王

朝は弱体化して小国家がそれぞれの主導権争いを繰

り広げていた。斉、晋、楚、呉、越、秦、宗といった国々

が368年間にじつに493回の戦争が常態化してい

た頃である。

このような戦国の世にあって古く周で生まれた

「徳治」を理想とする思想は魯へ受け継がれ孔子に

よって育まれたのである。孔子は「論語」の中でこ

う述べている。「朝に道を聞かば夕べに死すとも可

なり」この意味は、朝そういう理想的な社会が実現

したと聞いたら自分はもうその晩に死んでもかまわ

ないといっている。この様な果てなく続く戦乱の世

は徳治政治をめざす孔子の目には絶望的な現実に

映ったに違いなかったのでしょう。このような時代

背景を過ごして来た孔子は私生児だった。通常の結

婚ではなかった。父親は67才、母親は15才だっ

たという。父親は孔子が3才の時、又母親も17才

の時、亡くすなど家庭運には恵まれなかった。だが

母親は「顔徴在」といった名の巫女（ふじょ）いわ

ゆる「みこ」であった。祈祷や儀式にかかわる女性

だったので、孔子の幼少期から礼と学問の人、孔子

の原点になったという見方もある。したがって恵ま

れた幼少期を送っていなかったのでさまざまな仕事

をしながら魯国の片隅でくすぶっていたのでしょう。

私生活では19才頃一度結婚し子供ももうけたが、

離婚してその後は妻帯していない。（女性はどうや

ら懲りていたふしがあるようである）孔子の容姿は

身長が9尺6寸で2m16cmの巨人であった。人は

みな「長人」と呼んで珍しがったと「史記」は伝え



ている。顔も鬼の面のような顔で白哲（皮膚の白い

学者肌のインテリタイプ）ではなかった。孔子は「道

に志し、徳に依り、仕に依り、芸に学ぶ」（立派な

志を持ち徳と思いやりの心を大切にして、六芸を楽

しみなさい）といっている。六芸とは「礼、楽（苦楽）、

射（弓術）、御（馬車を操る技術）、書、数（算術）」i机

の上の学問は書だけで礼学と心身の学問である）孔

子は自身の人生の歩みをこの有名な言葉に残してい

る。
・吾十有玉にして学を志す

・30にして立つ（独立する、弟子を持つ）

・40にして惑わず

・50にして天命を知る

・60にして耳順う（他人の意見に耳をかたむけ

る）
・70にして心の欲する所に順えども矩を喩えず

（間違った事をしない正真に生きること）

孔子には3，000人の弟子がいたといわれているが、

その中で特にすぐれた弟子が孔子の十哲といわれて

いる。こうした数々の弟子達との間に有益な言葉を

残している。

故郷の魯を離れた孔子の旅は14年間に及んだ。

魯に戻った孔子はもう政治の表舞台に立つ事はな

く、もっぱら弟子の教育に余生を注いでいる。

孔子の教えは「文（読書）」「行（実践）」「忠（誠実）」
「信（信義）」の四つを基本とした。晩年の孔子にとっ

て不幸だったのは一人息子の鯉（り）と最愛の弟子

の顔回（がんかい）に先立たれた事だった。（顔回

は清貧かつ徳行の人で孔子の最も信頼が厚く筆頭後

継者と見られていた人物、40才で早世した）

孔子は「天我を滅ぼせり」と嘆き、声を上げて泣

いたという。その後、子路も戦死、その翌年孔子は

73才の生涯を閉じるのですが孔子は亡くなる前日

まで書を読んでいたといわれている。

「論語」は孔子が亡くなってから100年後に弟子

達によって孔子から学んだ内容をまとめたものを論

語という言葉にしたものである。論語は聖書と並ん

で世界最大のベストセラーといわれ広く現在も読ま

れている。日本人の道徳観の礎を作ったともいわれ

ていますが、それだけではなく時代や社会、政治体制、

イデオロギーなど世相と変化していく中で揺るぎな

き不変のものとしての人生の真理、こういったもの

が日本人の心をとらえたものが論語であるといえる

のかも知れません。論語は日本で戦国時代から江戸

時代も読まれていた。主な武将では織田信長、武田

信玄、豊臣秀吉、徳川家康なども読んでおり加藤清

正などは武闘派と見られがちですが猛勉強して論語

からリーダーとしての考え方、自分の生き方、行動

を学んだといわれている。特に織田信長が一族を平

定し岐阜城を築城した時、岐阜の皐は孔子の生まれ

故郷の曲皐の皐をとって自分の城の名前にしたとも

いわれている。それが今の岐阜県の県名になってい

る。このように歴史上の有名なリーダーに論語は読

まれていたのであります。

次に庄内藩に関係の深かった二つの藩について概

略を申し上げます。

☆長岡藩と庄内藩との関係

庄内藩と長岡藩の縁は400年以上遡る。酒井家

初代忠次の娘虎姫が嫁いだ先は牧野康成（7万4千

石）、その康成の子、忠成が初代長岡藩主（駿河守

忠成）だから忠次の外孫にあたる。その後、特に庄

内藩と関係が深まったのは戊辰戦争であった。北越

戦争で兵力に劣る長岡軍がひときわ光彩を放ったの

は、一度官軍の手に落ちた長岡城の奪還だが、その

背景には長岡軍を支援する東軍の戦線建直しがあり、

さらにその戦線建直しの要因をさぐるとそこに庄内

軍の活躍が浮びあがってくる。長岡軍危うしの報に

接し、庄内は石原多門に千余の兵を差し向け出発し

た。さらに中村士郎右衛門が銃兵四小隊200名を

率いて長岡支援に向かった。ヒトのいやがる浜手（海

岸線、距離が長い）をあえて担当し、敵兵力をこの

方面に引きつけて官軍の行動を牽制した諸隊（その

主力は庄内軍）の命をかけた縁の下の力持ち的動き

があった。広く長い海岸線に官軍戦力を引きつけて

戦力の分散に大きく貢献したことが長岡軍の再度の

城奪還に成功した。庄内軍は戦線を内陸地方や秋田

方面に進出していた中で、北越にも応援に出かけ、
一番困難な場所を受け持った。庄内武士の根性と辛

抱強い気力、体力があったからといえる。これも日

常の訓練と藩校精神の表れといえるでしょう。この

戦いの中で再度奪還した城を官軍の大軍の兵力によ

り奪い返された長岡軍は城外へ脱出し会津へ逃げの

びるのである。この戦いで家老の河井継之助（長岡

藩の中心人物）が鉄砲の玉が太ももに当り重傷を

負っていたが、部下の士気にかかわると思って無理

をして行動したが途中山越えにさしかかる時、戸板

に乗せられた継之助は自分の命が尽きるのを悟り側

近にこういった。自分は会津までは無理だろう、こ

れからは庄内藩を頼って生き延びよといって亡く

なった。戦いが終わってしばらくして長岡藩から選

ばれた数名の藩士が致道館を訪れた。庄内藩は暖か

く迎え、藩校で教育を行った。その際、庄内藩士は

宿泊、食事、すべての経費を自藩で負担し一切長岡



藩に負担をかけなかった。河井継之助は長岡で庄内

藩の戦いぶりや行動をみて庄内藩の武士道に感ずる

ところがあったのだろう。現在も藩校サミット会場

では長岡藩の人たちとは親しく交流をはかっている。

☆庄内藩と肥後、熊本藩との関係について

第7回（平成22年）サミットが行われた肥後熊

本藩、加藤清正公52万石、その長男忠広公（二代

将軍秀忠の一字をもらっている）当時は清正の実力

を高く評価し又、強敵と見ていたこともあり、徳川

家としては清正が健在の頃は大事に扱っていたもの

と思われる。清正は大阪城で秀吉の子秀頼の付き添

いで徳川家康と会談後、九州に帰る途中（船中）、

体調を悪くして熊本城に帰って何日ももたずに亡く

なった。死亡原因不明、毒殺との説もあるがよくわ

からなかった。忠広30才になった頃に突然、加藤

家が改易となり、庄内に配流が決まり（寛永9年、

1632年）庄内藩預かりの身となったのであります。

奥方とは別々にされ（子孫を残さないため）、母親（正

応院）とわずかの家臣（500石～1000石くらい）

数名と従者、召使いの者一行100名程度が一ケ月

もたたずに待機させられていた江戸、池上本門寺（日

蓮宗総本山）、今の池上線（五反田～蒲田の中間）（清

正は熱心な日蓮宗の信者だったので有名）から庄内

に出立させられたのであります。庄内の丸岡村で落

ち着く予定でしたが早すぎたので準備が間に合わず、
一時常念寺に入り（当時の常念寺は今の倍くらい

あった）待機、二ケ月ぐらいで丸岡の新築の屋敷

（館）に入った。庭から南へ見える金峯山（熊本に

も同じ字の金峯山がある）の借景のある庭園、大手門、

堀なども整備していった。

この間21年承応2年1653年、庄内の地で一生

を終えるのであります。母、正応院は前年に亡くなっ

ている。

庄内藩の加藤家に対する扱いは配流された身分に

対して過分の待遇をし、武士としての体面を保つ様

取り計らっていたのであります。このあたりにも庄

内藩の武士道の精神が現れているように思えます。

この間、内密に1～2名女性を選んで忠広公の世

話役（実際は側室のようなものとして付人にしてい

る。その子孫が女性の系統と男性の系統が現代まで

400年近く続いているのもよく現代まで無事に過ご

されてきたものと感銘を受けるものである。庄内藩

では他にも2名の大名を預かっているが途中で他

藩に移されている。この加藤家に対する対応が、後

に西郷隆盛が武人としての加藤清正を大変尊敬して

いたので庄内藩の武士道としてあまりにも立派な行

動を高く評価し、戊辰戦争後の庄内に対する戦後処

理に大きく係わったのではないかと考えられます。

現在、丸岡では毎年7月に清正公祭りを行い、熊

本との交流も80年ぐらい続いている。昨年、加藤

神社（熊本城二の丸内）の宮司が来鶴され講演して

います。又各地に加藤神社があり、鶴岡（三川）に

も加藤神社がございます。

以上をもちまして2回にわたり講演の機会を与

えていただき心からお礼を申し上げます。

今後の鶴岡ロータリークラブの益々のど発展を祈

念いたしまして私の講演を終わらせていただきます。

どうもご清聴ありがとうございました。

昭和11年

昭和29年

昭和33年

同

昭和55年

平成20年

遠藤敏雄氏経歴

鶴岡市生まれ

鶴岡南高等学校卒業

日本大学理工学部工業経営学科卒業

第一工業製薬株式会社入社（京都市本社）

在京中に近畿荘内会幹事長　及び

日本大学京都校友会幹事長を8年間務める。

帰郷後、羽前絹練株式会社総務部長・取締役
その後、監査役（現職）を務める。

大和交通株式会社取締役就任。（現職）

香呂会報告
出席委員会

◆ゲスト

羽前絹練株式会社監査役遠藤敏雄氏

◆メイクされた方

藤川享胤君・丸山隆志君・佐藤久樹君

＼こ⊥翻脇

阿蘇司朗君　遠藤さん卓話ありがとうございました。

鶴岡人として知られざることを学ばせていただき

ました。学生時代の事も思い出させていただきま

した。

真島吉也君　遠藤さんありがとうございました。

RIニュースから☆

国際機関の活動をサポート

国際ロータリー（RI）は過去30年にわたり、国

連や国連機関、その他の国際機関（アラブ諸国連

合や欧州連合など）にRI代表を派遣してきました。

世界各地では、そうした代表者が橋渡し役となっ

て、大きなプロジェクトが実施されています。例

えば、南米のエクアドルでは、ロータリーと米州

機構（OAS）の協力によって、学校に通う子ども

たちの読書力が高まり、教師には専門研修が提供

されています。

このように、ロータリーと国際機関との活動をサ

ポートするRI代表は、ホワイトハウス、国連、コ

モンウェルス、欧州連合などでの行事に定期的に

参加しているほか、個別会談の調整や特別行事の

主催も担当しています。



世界へのプレゼントになろう

国際ロータリー第2800地区1959年6月9日創立

クラブ
二重恐東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市錦町2－10）惑星諺毎週火曜日（12‥30～13‥30）

平成27年12月1日（火）／5日（土）第2739・2740回例会（本年度第18・19回）

12月22日（火） �クリスマス家族例会 

12月29日（火） �年末休会 

1月　5日（火） �会長年頭あいさつ　情報委員会の日 

1月12日（火） �新年呈茶　例会 

Eメール◎tsuruOkaO8＠rid2800．jp　ホームページ◎http：／／www．tsuruokar⊂．Org／

会長報告　　　　　　会長／越智茂昭

1　理事会の報告

先ほど理事会がおこなわれました。

（1）下半期の予定について

先週のクラブ協議会で検討していただいたとお

りに承認されました。次の例会時に配布いたし

ます。

（2）新年呈茶会ついて

1月12日（火）例会終了後行います。

（3）寒鱈家族例会ついて

1月26日（火）18：30～

華夕日日本海で行います。

登録料　会員：5，000円　家族　3，000円

招待者　米山奨学生　王さん、青少年交換

アピーさんとホストファミリー

友好クラブ（会津若松南、東京東江戸川）にご

案内をする。

幹事報告　　　　　　幹事／武田啓之

○出羽庄内国際交流団

平成28年度の出羽庄内国際村の施設利用につい

て　　締切：12月28日

新入会員スピーチ
東北電力㈱鶴岡営業所所長　阿部　正剛君

皆さんこんにちは。今年8月に

加入させていただき、早4ケ月が

経過いたしました。本日は、簡単

な自己紹介と、折角の機会でござ

いますので弊社東北電力からのお

知らせをお話しさせていただきま

す。私は山形市にあります電柱看板を扱う会社に3

年ほど出向していましたが、今年7月から鶴岡営

業所に転勤してお世話になっております。自宅は遊

佐町にありますが、家内と二人で鶴岡市内のアパー

トに住んでいます。この度伝統ある鶴岡ロータリー

クラブに入会させていただき、人との巡りあい、繋

がりに驚いていることがあります。実は私はそこに

いらっしゃる菅原成規君とは30年来の友人です。

27年前の私の結婚式では披露宴の実行委員になっ

ていただいたという仲でございます。菅原成規君と

は共通の趣味があり、それは社交ダンスです。私は

スタンダードといって、男性は燕尾月臥　女性はロン

グドレスを着て、ワルツ・タンゴ・スローフォック

ストロット・クイックステップ・ベニーズワルツ

（ウィンナーワルツ）の5種目で争う競技ダンス

をしています。一方菅原君はラテンを得意としてい

ます。チャチャチャ・サンバ・ルンバ・パソドブレ・

ジャイブの5種目を踊ります。菅原君とは競技ダ

ンスを通じて山形県内の協議会には出ていました。

それから東北6県各地にも出向いて出場していま

した。そして東京の日本武道館で日本インターナ

ショナルダンス選手権、千葉県幕張メッセではスー

パージャパンカップという国際大会にも一緒に出場

しました。あとは東日本県別対抗戦といって県代表

によるスタンダードとラテン3組ずつの団体戦に

もともに出場しました。平成2年に郡山で開催さ

れた東北大会に二人とも最高峰の選手権クラスに出

場し、私はスタンダード部門92組出場の中優勝さ

せていただきました。菅原君はラテン部門58組出

場中3位に入賞されました。同じ大会に出て、入

賞したことで、以来ずっとお付き合いをさせて頂い

ています。現在私も、菅原君も一線を退いていますが、

またこの鶴岡RCで巡りあって嬉しかったですし、

家内も喜んでいます。

■Rl会長K．R．〟ラビ〝ラビンドラン　■地区ガバナー酒井　彰

著会長／越智茂昭撃副会長／木村　節男幹事／武田啓之凛会長エレクト／加藤　亨
凛会報委員会／佐藤詩郎・阿部純次・菅原成規

事務局：山形県鶴岡市錦町2t68鶴岡SSビル1F　鉦∃（0235）28－3375田（0235）28－3376



次に今年の夏の電力需給実績、冬の需給見通し、

電気の安定供給等についてお話しさせて頂きます。

今年の夏は、7月中旬から8月上旬にかけて各地

で35度を超える猛暑が続きました。8月の最大需

要の想定を1445万キロワットとしましたが、実際

は1393万キロワットと52万キロワットほど低く

なりました。これは震災以降の節電意識の高まりや

気温の高い日がそれ程続かなかったからと考えられ

ます。因みに東北電力で出た最大電力は震災前の平

成22年8月の1557万キロワットです。震災後は

これを上回ることはありません。

今年の冬の見通しですが、1月の供給力は1516

万キロ程確保できる見込みです。昨年の最大需要電

力が12月17日に1396万キロワットと出ました。

従いまして約100万キロワットの余力があるとい

うことです。予備力は7．1％（国の規定は3％以上）

暖冬になると余力が増えることになります。2月も

寒さが厳しくなったとしても予備力6．8％を確保で

きる見込みですが、皆様におかれましては無理のな

い範囲で節電にご協力下さいますようお願いいたし

ます。

当社の発電所は何処にあるのかを資料に示してい

ます。火力と原子力発電所のみです。県内を見ます

と酒田共同火力発電所1号機、2号機合わせて70

万キロ、これが一番大きな発電所です。弊社の原子

力発電所は宮城県女川と青森県東通の二つがあり、

平成29年4月の再稼働に向けて安全対策等に取り

組んでいます。古くて効率の悪い発電所も結構ござ

います。電気は貯めることが出来ないため需要に合

わせて供給していかなければなりません。電気の需

要は時間帯によっても違います。それに合わせて電

気を供給していくということになります。太陽光や

風力によるクリーンエネルギーは将来期待されてい

ますが、自然の気まぐれで供給が安定しないという

特徴を持っています。それに対応するために太陽光

の大型蓄電池を南相馬に作っています。太陽光を中

心とする自然エネルギーを導入しており、3年前と

導入比率で4．5倍、2030年まで増やす計画で平成

24年の12倍までになります。それとあわせて「再

エネ賦課金」というのが皆さんにかかってきます。

今現在1円58銭／1KWHです。これは使っている

分だけど負担をいただいています。昨年の倍になっ

ています。自然エネルギーが増えれば、広くお客様

に負担頂くということになります。

現在火力だけで発電の8割をまかなっている状

況です。これからは原子力も含めてバランスよく発

電していく事が大事だと考えます。原子力の再稼働

を含めまして皆様の御理解を賜わりたいと思います。

ご清聴ありがとうございました。

呑員会報告
◆メイクされた方

藤川享胤君　加藤亨君　佐藤友行君　越智茂昭君

菅原成規君　武田啓之君　木村節君　富樫松夫君

西川富美子君（12／1分）

佐藤友行着　藤川享胤君　加藤亨君　越智茂昭君

菅原成規君　武田啓之君（12／5分）

・一十　否や帝也

菅原成規君　阿部さんスピーチありがとうございま

した。中・高柔道部でしたが、ダンスに出会って

部活動のような楽しい時を過ごしました。これか

らもよろしくお願いします。長男が郡山の大学に

合格しました。

武田啓之君　阿部さん、今日は責重なスピーチあり

がとうございました。

富樫松夫君　アンケート用紙を配布しました。台中

港区の方々と楽しい交流が出来ますようご協力を

よろしくお願いいたします。

年次総会の結果

指名委員会委員長からの報告のとおり満場
一致で次のとおり選任された。　　（敬称略）

1　会　長（次々年度会長）木村　　節

2　副会長　　　　　　　　武田　啓之

3　幹　事　　　　　　　　冨田喜美子

4　会　計　　　　　　　　佐藤　詩郎

5　理　事　①阿部　純次　②菅原　成規

③本間　　厚　④富樫　松夫

⑤加藤　一弘（参大川　　淳






















































































