


i　飯白君が横浜東RCを訪問，バナーを交換されましたので会鴻かこ掲げます・

7　本年度各奉仕委員別紙の通り色事会で決定して焙りますので宜しく御殿いします・

7月定例鮮会で次の事が決鼓されました・

（′）本年度運営方針について

Rエ会長及びガバナーの本年度の方針（日韓）がまだ明示されて鱈りませんので■それらに対

する会長の方針は何れ表明することとし，坂敢ず本年度の基本方針を次の如く決定した・

基本方針

∈）職業及び委員会活動を通じロータリアン各自の晴頑なる活動

（参　出席率の向上とRエ及び鞄区行革並びに他クラブ訪問の奨励

（参　会員の拡大

¢）7月中開催すべき諸会合について

1牙1回クラブアツセソプリー（協議会）を7月1摘（土）12・さ3－15・50　ひさご

やに於て蹄催のこと

2　牙一・回各委員会の脚催

各委員会は7月中必ず牙1回委員会を粥催すること・錦健の日時，場所を委員長より幹事迄

報告のこと．（但し．クラブ奉仕各委員長はクラブ奉仕委員長に報告）

9　ニューブラソズウイツクRC（以下NBW RCと略称）と姉妹RCの縁結びが決定しました・

小花会長がNBWRC訪問の隙間RCより同市と鶴岡市との姉妹都市の縁結びの機会にRC同志

も是非姉妹クラブとしての縁結びを実現したいとり希望がありましたので，本日の例会にはかりま

したところ万場一致の賛成を待ましたのでN丑WR（コに伝へます・

卓　　　話　　／小花会長（留任）挨拶（新年度を迎えて）
〈SPEAK）

SMILEBQX

〈エコニコ〉

2　安藤前幹事離任挨拶

j　佐藤（貞）新幹事就任挨拶

小花会長

張　　君

長い海外旅行，所期の目的を充分達せられ無事

帰還，感慨を込めておめでとう

出　席　報　告　　谷口出席奨励委員長

本　日　の　出　席　　　　　T ����前　　回　　の　　修　　正 

申人 �5占名中一 �出 席 率 �80．58％ �出入 �51名一・ �出 1席 率 �88．11％一一一㌢ 

席員 �29名 ���席員 �52名 ��88．88％ 

欠 席 一着 �‡阿部（公）君．飯白訊佐藤（寅）衰 五十嵐君，丸谷君，大野君一菅原君 　　計7名 ���メア lツ ！クプ �飯自署・（頗浜東RC） 

i月の！0°α7　88．15％
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のP‾ダリアンカゝら・規律正しい中にも人情味のある非常に親切な大歓迎を受け，ロークリア

勇ま世界の「大家族であることを痛感した．

印象に盛ったいろいろのこと‥…・…

おみやげ′プロソクスクラブのニヱ十ヨークヤソキースのサイ

プの草手帳．プロソクスビリークラブのキイホルダー

旅行経路　　ハワイ，－　アメリ

ブルックリンクラ

‾　イギリス　ー　オランダ　ニドイツ　ー

フランス　ー　オーストリヤ　ー　ギリシャ　ー　レ′リン

台　閏

バナー交換52あ　後送して貰う約束のもの12本一
日■一一一一一一一■一一一一‥一一一一一一一一一一一一一一一●■一一一一一一一一一一‥一一‥一一り＝一日

例会出席11ヶ所・旅行に出発前に各地の例会日を

告をしておけばよかったと思った

会場の様子は′くナーの顔列方軌会員席の作り方など他に比し当会場は面白い．

ー　香港　－

ハワイのヒロでは一日付変更線の関係で27日が2度あって感慨深かった．文章大のサボテン

の実の珍らしい料理を御馳走kなった・郷里台階では10日間の予定のところが大歓迎にあっ

て5週間も滞在漉・ジ≠ネユブでは小花会長と巡り会い郷里れのんだ．

其の他各国の珍らしい風俗一景臥失敗談など・その中機貧を待てスライド．映画で紹介した

し、．

小花会長よカ張君の

は誠に至言である

々　ロータ

SMILEBqX

（エコエコ）

「ロータ リアンは世界の一大家族である」

クラブの各位もそ

とのか言葉

の一員として益

うように努力する ことを誓う

本日のビジタ「忽郡策平君より多額の御厚志を頂く

記念に・柏戸大関昇進を祝して・荘司紫太郎君はじめ出席者全員

イルせらる・　　三井君達刻，どうも，どうも

五十嵐窺陸委員長の軽

の方々よりにぎやかにスマ

会員の慶革　装君香港滞在中・御母堂が逝去された・会員一同御冥福を祈。

出　席　報　告 谷口出席奨励委員長
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（∠0∠1耳エ）．　　　　　　　　（69St・EZ17才エ） 

さ言孟芸　警■≡器　材禁書諾芸叩子機章・ 

ェ与、〃・－∩多一口凰鯨 

・本革、憎喝封馳爵呼（冒萱 

羊侶富皆勤部将静愕Ⅴ望翫曙旨肇）￥冒琵琶矩柑宗‘ao等1貰G苛つ噌謬＝4（ふコ定点 

冴●〃一灯’〝）ロ汀首“アユ将源一ミ鞘1よ等基討関口9′打∠等樽電撃∠≦♂回／宿 

ユ叫C封謝朗等冒童尊頭首等驚倒∠≦ク　ど 

0打診坦怨用（糠訂）寄梁一班≡‘鞭暴慢腰・一M等敢事（M蟄）奉養箪 

嘗憧巻等妙　㌘ 

首冒蟹韓等‘啓旨軸糊ト‘￥官尊羽車鞠‘首等 

・阜貫1、里親放射口腹籍 

罰》gO剋・GTメ卓♂尊■受叩宝閻敵軍等畠黒目′⑳笥取芥で男尊叩く封旧）口g′好さ 

－　マつ0熱闘等尾索臼′（石） 

（邸割賦雄匝 

≦絹凰r∫■抑堰）那⑦等￥早野ヨ閣方＿叩忌鮮紅賞郎辿0日‘r～日夕紺‘（t） 

●÷罫q薗ユ取¢マつむ竣ユ17碁染迂堅・盲 

・、ヘ音⊥aY等齢0÷羊 

¢守ユ、1亀寧マつ0訂′正一d“ふ首等堵罰訝串僻0宣′・￥1蔓1苓壁掛羊0￥勺t掴 

卓立0本貫　首ユ1貰晩学篭時電器胃頻酢嶋等官等封￥苫沌丁寧虫垂‘F￥1貫　首ユ1毀 

韻ユ1マヤ阜び韓等‘1鱒晦瑚姐御宗噸￥等Gt絹布ミ嘲貰糎て曙城首唱打－ヰさ′ぷ 

聾訂－ヰさ′〟　／ 

垂　♯（ぎ）要　事、認帯の官尊飴 
－、咽勤コ撃等⊆Tなら葦ヨ噂淵一¢r耳宣芸者習◎詮等 

二組貰嬰をマコツ勺等射撃・、11芸瑠11柁郡コ絶好等冒萱瑳　感半音　等 

（〇冨習蜂）量去掌塵孝二‾㌃マ「う 杉野産臼普　単音穀菅笠半量革帯窮湖◆1七．身 

ーdぎーdをつユ叫を斤く古　書苛む申‾専』 （劉）クと●∠■ク9°′　章二脚回99貨 

ⅤⅩ0皿往nSエ　且O　gnlD　A注Ⅴエ0臥－＿■耳訂正 

童萎‾≡竺喜◎≡－≡≡≡ 



SPEAK
孝　雄　氏（自称♂／ ，カクシヤクたわ）

童話に就いて

窓法というものは，非常に大切なものであるが，一般の人の頭の中にはそれほどよく入っては

いない．

然乍，子供の時に聞いたお知新は何時までもよく青々の頭の中に生きている・

之は爺さん，婆さんより孫子に与えられる言語習得でもある．童壱酎ま家庭に於ける糞重な情操

教育である・子供にとってはそれが芸術であり，宗教であり，哲学でもある・

近来の世情は随分慌たゞしいのそ，‘手供がお話を求めても，父母が落窟いてよく相手にしてく

れなし傾向である・世の中の交通事故は非常に多い．人の歩む可き道を童話による露教育iこ依

って幼少の頃からよく敬え込む可きである・

童話には．読ませるもの（普通の森）　　聞かせるもの．がある．

開かせる童話は非常に印象に残る・随分昔のことであるが，鶴岡に初めて久留鳥武彦氏を連れ

て来て話して頂いた・

T、「ヮーテルロー　の戦場に於いて，ウェリントソ将軍が負傷者と共に，イートン校の校歌を択

った1缶の感敦的な場面を何十年か経た今臥尚，印卸こ残っていると，相当年輩の人に云はれ

ることがある■

童話には叉一幼稚園向の話

笑い話‥…‥（有意義な話l無意義な試）

（子供の鮮応用し易い）

伝

事

事矢を基にしたものは，大人にも子供にも興味を与える・近作「変の出臍1は満州で2人の日

本人晋年中鱒を求めてさまよう白系露人の子供を救った盲と－正木不如丘先生の「臍の悲しみ1

という話を基にして，創られた童話で，母に対する親愛の陣を強調したものである．

SM＝LEBOX

（ニコニコ）

佐藤宍之助君，御繁忙に儲u・

湯周川に湯治中J回の訪問をなされ．御睡康を

恢復され帰宅なされるに当り

出席報告 寧日出席奨励委員長

本　日　の　出　席 ���前　回　の　修　正 

出入 ∃席員 �棚j完摩 �g‘．ノ′％ �出入 席員 �纏　壁上7・崇霊 

欠 �板垣君，広瀬（謙）君，広瀬（健）‾ ��メア �広瀬（飽）君，晦東署（酒田RC） 

≡　席 �丸谷君，荘司署　　i 　　　　　t 　　　　】 ��lツ �金井（膵）君（東京北RC）＿ 

！者 ���クプ �飯自署（池袋RC） 
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一71こJ宕箪

（∠0∠1才エ）

量hこ、寿、合　　駒等組

日動￥　　　臼等協

（£9St・EglrI乱工）

埠誓書諾慧叩〉摘草

上皇〃●一丘多一口凶韓

肝腎箋遊金剋軸等紗（′）

影野⑦すぎ∠妄〃間∵ど

●iTl革¢詐嬰劉萱髄丁をパケ≦樹立P茅　■上昇0番ユG髄⊥葛￥尋パケ≦

辱志a劉カ∫三相馴鹿封開田訂ヲ0′名石戻0革∫輿●、1雲上aY墨壷寄ゝ0÷暮ら署｝む衝撃

′鱒呈・噛貌憾肌着寄金rl・帖湖山管心慮〇時￥貨削F紗顎1勺駒Y匡髄的、伸軒家等

葦埴壷Jr疫繁の一宇葛′－ヰy〟封車硯j　●顎1罫1私財射射出相は沌ql羊1賞挿頭封r幾

影首－ヰさ′g r

●守1茅眉凱¢穎rfl軽顎骨郎膵一心′QT∠≦β辰l¢て〇ⅦバJベロ（わ

●0年等￥1む梁1撞30苛1胃鮮卑－■さ′′古さ宗ヰ＊箪頭首等址や丁腎（轟7月／宰∠‘喀）

〇甘い雄一でご‘〇Ⅶバ4才〟“ミ　（ふ“リ〇射れ／一半∠≦＃ふレイ‘射庄一ヰゝ′（′）

皆野⑦百才メ妄〃影環　′

尊　顔　（首）　常　習

（D甘勤Vコ襲）農場累　単車　（D富野蜂）農去寮　塵謬一・卓・言

葦轟⑦顎車　　　点　く「、（帝寧）聾　等　且と　中・琴　　　睡

委 �i％‘g●ガ �密封田富梨 �軍至 く宕； 

（〇●Ⅶ野衝）　違岸科　離ロ �∠ β‾ l r �皆′ ％′′●9g �増剋円空鄭 重剋周回腿 �肇U Q〉！ 回蔓 鯛宣 l 

‾蓬斜　功￥‾一　足頸￥迩担丑 �鼻 �％此●α �密　封　円 �ぎ 当町 冨言 

l 一・‾昆■￥等腐￥　凄暗号喜軍事　甚曇島田褒 �剋 �夢gr �瑠　劇　中 

l　遷鞘累　国華・甚堺半　認可　良一等腐蝕 �￥！ �きき　　！ト項甘辛 ��臼； 蜜∵■ 

普官費膠蔀劉閉口殻毒　詭　拳　開

凄
「頑

iJ

i（aSS騎引

如　（V）∠’098L　　　　　　　　　　寺蛤回　エ9巨岩

ⅤⅩ0fl耳nSエ且0　汀nlD A往ⅤエOlI　耳Hエ ●■■■■■－■■■…■■■…←■川………■叫…■－■t……■t一■■■■■■■■←■■t■■■■■■tH■■■■■仙■■■■tH－■■■■■■1日－……………叫■■■■棚…■叫…■t■■←■…■■■■■■■■■■■■■叫■t■一日－■■～→■■1山仙u■■■u仙▲－■uu…■■■■■■■■■仙

－1　、　　　’‾、　　　　　　　　－、　l－　　l　　一一一　、一一　、　＿　＿l二二∵‾一丁二‾‾‾‾●■ニー：一一一一一 －‾「．　　　　‾‾＋‾　　－　　　－●一一　　一－　－

≡二二三二‾三三三土工



寒河江RC一例会時間を∫月ダ日ノダ時に臨時変更（引続き家族会開催の為）

酒田RC　一例会時間をg月j日ノ7時jク分ち例会場を相馬崖に臨時変更・（クラブアツ

セソプリー開催の為）

担）国際ロータリー加盟東認通知

諌早（長崎県）仮クラブが‘月j♂日附にて国際ロータクーに加盟承羅されました・

用　例会報到着　東京RC　　天童RC

的県内ノククラブの会員名簿（ポケット円）作妙こついて・かつ折にしてロータリー手帳におさ

まる樺印刷し度い旨山形クラブより掟案が御座いましたがI当クヲプでも賛成の棟ですから作製

していただくことに致します．

年　予算菩提出御蔽い

本年皮各委員会の活動計画に基く予算香をg月2日迄に各委員より御繰出飯います・

SMILEBOX

【エコニコ）

其　　の　　他

池内方平宕

三浦岩治郎君

り釆彰せらち．おめでとう．

′ダ‘′－ノダ占J年度ガバナーノミニー選出について

詮術委員の推薦通りI盛恥－クリークラブ元会長佐藤武夫君に郵便投票することに決定致し

ました．

J　出席奨励委員会

7月ノ㌢日例会挟開催．出席者　谷口鶏田中琴佐藤笹）琴■小花全馬佐藤幹事

J　親睦委見金

7月JJZ日′j時より五十嵐君宅に於て開催．出席者　五十風琴丸谷ち鈴木弔意習

吋、花台均　安藤理事

夢　社会奉仕委員会

7月jjr日′′時jやよ　ひさどやに於て開催．出席者金井圃琴六野琴荘覗

海東琴安藤理科佐藤幹事

∫　会員詮衡委員会

7月23日′2時よりひさどやに於で開催．出席者　海束筍阿部ち谷口司安藤理事

佐藤幹等

‘　雑誌委員会

7月Jj日′2時よりひさどやに於て開催．出席者　小池琴早坂卑小花全句安藤理事

世親幹事



攣閤野　警琴琴㌘

（0号￥

¶酎摘紺帽閲〉夢洗車半解の官尊鞋‘膵￥1之．苔去G蓮ユ湖等協∠∫＃）

答官費骨の軍曹祝　　ユ叫軍封嘗智⑦専睾解≠≦♂回′東

口　㍗　訂　g

軍　蠍

羞GT聾等J

軍暴　　　　Y等現

古望尉官　　　ぷ｝一斗キ

写　生　岩　音

琴　陸　封　竣

雛　勺ぎ71粥　抑Y等0惜
0開

裡◎　召　斐

●－1gよ官韻蠍；T管叫勺勘考影黄み言も冒彰虚言を官許薯呼等a朝0金敷寧Y蜜

～、噸甘言五蕗痘這凝辱短評の蟄璽0匂t寧∠左石一打ダー8号撒骨冒辱カ′

●・帽土嚢賢蠍望－一計劉那摘拍闇閣討削耶明媚悶1了ム∠〃－′つ一∠≦古間ど／

●、1宝⊥呼専断明月丁卑腸呼号官尊蜜bt拍Ⅴ藍も考ゼ留別療悩撃の軸の封印等≒：瑚国

頭首等別け桓哲郎　湖、儲♂ど軌ム′ト割が往け首∫1日沌儲け郎那摘瑚闇埋㍗′

I、1宇⊥aY更由留置要￥冒登園丁峰わ苛嬰蠍㌍調賢望バ∠丘才一
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蓬咽態咽短受￥態瀕等　暑封印暮静観ユ顎つ埴ヌ幸市OT等クど軸g′目”附

等婆笥∠≦摩　占

￥等空中一睡馨三
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軒迎撃等T型姐憩

通日≡婁旭懇謝礎叩

上皇〃＿・－n多一日凶韓

・÷羊、咽那÷掛癒1顎つ境線閥等冒遼普‘勺亜ふ産卵場馨叫紳闇餌鞋昭

・阜罫相ユGも耶コ管昭か摘話観取等カ′剖∫′臼拗（叫

沌邸尊卑亭値′“削丁卓空く諒解）臼”首g健等のマ翁嶺廃等要剖　′（T剖∠′日

出‘詔担鮒∠∫軸r′造田謎辱∫㍗軸♂′（剋即日∫川g‡偶□㈹皐￥苛－イゝ′絹台車

ユ叫C封鮎壁￥苛－ヰさ′ぷ　／

百　才首等鮎、†／

愛　車　（冒）事　畢寮の管碁牲

楽市⑦重量斤　く　れ（帯皆）昔　等　製　中等　　　　』

タ‘♂どガ重野紺∠　　％′′・紺　　を索封用事動座l 
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苔首重昭案単相臼殻　寺詭封印

（皆車（方轍⑦刊①￥）

γ宝ム＿ゝ′G＿丘一心卓　等創意鼻場

景顎秦￥ふご1′亭∠正字　雲量聖者

一一一・一口‘U gト一一一

回　終　回　＿箪
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′）クラブの計画及び目標の総括

ヱ）　前（′，∬一郎）年度活動報告審

j）　本レ，揖－〟）年度活動計画昏

タ）　会　且　名　簿

∫）　充填及び宋充填職業分猥名辞

占）　前年度決算昏及び本年度予算章

3　才／回クラブ協読会の成果に就いて

7月2j日′3時jβ舟より′7時迄行ほれたクラブ協読会に於て，各委員長より授果された

卒年度活動計軌こ就き，各委員会別に辞細なる説明を行った．

佐藤（貞）幹事よリ

／海外クラブよカの通信

イタリーのベニスRCよりバナー到着

よ　他クラブよカの通信

′）　例会時間等変更通知

塩釜RC一例会時間を♂月∫口′g時3♂分に，例会場を松島「白亀楼」に臨時変更（納

涼家族全開億の為）

ヱ）　三沢RC，事務所を「三沢市本町jT日　干浦百貨店内」に変更

j）例会報到潜，東京池袋RC　村上RC

ダ）　束京RCより新年度役員及び理革の通知

J　夕月2gロー29日東京に放て開催される，

になって居りますので，

SMI LEBOX

（エコニコ）

月′∫日が〆切

当クラブで参加御希望の方はg月′2日迄幹事へ初申込下さい

辟生月）安藤甲　早坂君．三井君

前回欠席（新大関柏戸郷土人にて何かと御多忙）

其　の　他

ノ）前年度の収支決算番は7月よ占日の理事会で，承認可決されたが，本例会に於いて田中前

会計より其の内容に就き報告があった．（別紙決算香配布）

ヱ）本年度の第ノヶ月の出席′〝タ‘の会員よる名に対し配念晶（ロータリーマーク入れハンカ

チ）を贈る．

J）ぎ月のお誕生祝い，J名に（安藤君，早坂君，三井宕）記念品匝一夕ジーマーク入れi

めいめい皿）を贈る．

′t位例の艶生祝いに冷ビール小瓶一本づつ卓上を飾る．猛暑の中ぐっと一杯傾けて食慾旺卑

暑気払い．新作，旬間まつり音頭の被蕗（テープコーダー）があり，和やかに板やかな会

となる．
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軸迎撃等工畢幽畢
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～1～肇

は／9時／ク分前迄鶴岡ホテルに勧業り下さい．

佐藤（貞）幹事より

例会場変更　川崎北RC　例会場を川崎駅ビル　レスIラン交通会館に変更

事務所変更　白河RC　　事務所を白河市寺小路ゲ∫　山中善玉邸内に変更

例会報到着　　東　京、釜　石．酒　田　　各RC

其　　の　　他

（′日月9日例会後臨時理事会開催，本年度予算書を審議可決した．

拉）安藤国際奉仕委員より

yカゴRCより絹〈yカチ贈呈に対して大業次の様な礼状が参って居ります．

あなたのクラブの素晴らしい贈物の日本の非常に美しい絹のハyカ チをクラブの理事より愛

取りました．クラブの本年度最後の例会に間に合い，本年度特筆すべき出来事となり

狂的に喜ばれました．

あなたのクラブの責任以上の此の友愛に対し心から感謝します

チャーリー　D　ポーロ君のお話

合衆国からやって来て皆様に心からなる挨拶を贈ります●然乍，来日以来も，′ヶ月にもなり

ます．私はロータリー会員ではないが，旅行中に日本のロータリー会員が素晴しい奉仕の働きを

しているのを見聞して驚く・それは以前メキジコを旅行した時のそのようなことを想い出す．メ

キシコでもそのようなロータリー会員の奉仕活動を見て感激した．

日本は非常に山河の美しい国であることを此の眼で確かめ得た．それは滅多にない程美しいも

のである．

私はずつと東北の小l中学校l高校I大学を訪ねI日本の教育制度の立派七ことを観た．日本

人が次代の教育に野心的な希望をかけているのに敬意を表する．

私は山形，米沢，仙台，横浜，東京一名古屋などの都市を訪れたが■もつと東北地方の都市，

田舎の方が好きで多くの執心を持つ・私が東京の或る学校を訪ねた時に校長がr君は東北のおい

しい米を食べているだろうがI東京ではとても食べられないよ」と地方の良さを話した．

誤った観察から生れたものであることを怖れ乍らも，2，jの私見を述べて鼠たい．

喜々は教育に関係しているのでI学校に就いて関心を持つ●此のようなことを申述べるのには

躊躇したが－先生方の給料に対して疑問を持っ・教育という最も重要な仕事に従事する人の待遇

がこれで上いのかと思われる・之はl喜々合衆国で得ている其れと比較し－又或る関西の造船技

師の其れと比較して先生方の給料はあま蓼に少いのではないかとフにおちないものがある．

然乍ら日本では特有の経済事情もあることだから，独自の立場から解決しなければならない．

何かにつけて，アメリカその他の国の模倣ではいけない・日本では立派なものがあり一又出来る

のであるから，尉有の文化，教育をよく育てなければならない．

皮相な見解かも知れないがI先程荘内銀行に行って釆たが，アメリカの銀行は日本のJ分の／

位の人数でI同程度の仕事をやっているのではないかと待っている間に考えた．日本の職場には

人数が多過ぎる・尤も，銀行はそれだけの人々を養うだけの利益をあげているのかも知れないが．

（笑画　然乍ら先日荘内銀行へIラベラチェック（旅行者小切吏）を持って行ったが，沢山

の人が居ったけれどもなかなか判らなくて2，3日持たされ－その間友人にお金を借りなければ
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幹事報告　小　池　副　幹　事

′　海外クラブよおの通信

′）　アムステルダム覿クラブよ り会員張君え

張君の送った礼準笹対して友情あふれる返事が釆ました．その中に次年の東京大会及びそ

の折鶴岡クラブを訪ねたいが何しろかなりの取離なので訪ねられそうもなく残念に思うとの

一節があった

2）台湾クラブよりバナー到着

張君が訪問し当クラブのバナーを贈った台北クラブ及び台鱒，北クラブより非常に特徴の

あるきれいなバナーが送られて釆ましたので例会場に掲げました．

台湾クラブよカノミナー到着

チャーターナイト案内

三沢RC

むつRC
合　同　夕月23日　′♂時j♂分より　於，三沢米軍感地内将校クラブ

0　神奈川RC　　　　夕月よる臼　ノ3時J♂分より　於，横浜高島屋ホール

2）例会場及び事務所変更通知

0　秋田RC　秋田束RC　新事務所　秋田市土手長町中丁／県産業会館商工会議所

0　秋田束RC J月／∫日囲一一一一一すぎ月／∫El　　　午後　占時に

0　湯　沢RC g月／日日困－→g月′g冒　　　牛後　占時に

○　新庄RC g月ノ，日囲→g月／夕日　　　午後／♂時j♂分に

O J／′′　　古根‘日的「→g月よ，Eトに時間は同じ

j）　例会報到着

東京RCl東京北RCI宮古RCI花巻RCI山形頭RC

ダ）　甜地区年次大会案内

／♂月ノダ臼～ノ♂月／‘日　於，

佐々木ガバナー　　公式訪問のお話
卓

大　要

ガバナー訪問は検閲者（エnsPoctOr）としてではなく

ある．ロータクーというものをむずかしくは考えていない

ある．身近に法律を公衆道徳を守

詳細は幹事にお問合せ下さい

（adrユsor）としてで

世の中を明くするよう登カするもので

り，よい社会人であることである

というような非常に親しみ易い表現のお話である．

ガバナー公式訪問に関する詳報は特別号として発刊される予私

慈父のよしうな感じのガ　ナーを迎えI何時も和やかな当クラブの会場叫気温J′もから

よ‘Ocに降った涼しぎも快く和気等々
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（葛　前会報で御知らせしました松山市に於て開催されるj甜地区年次大会への参加申込期日は，

g月〟日迄となって居りますから御希望の方は早目に御申入れ下さい．

（司　／日講習会開催通知

本年度に於ける当地区／日講習会は，仙台ROがホストクラブとなって次の通り開催するこ

とになりました．

日　時　　9月／g日（日曜）午前ヲ時登録開始

会　場　　精着軒（ 〟丁日　新仙台ビル内）

登録費　　2，000円

参加すべき会員一一】会長．職業奉仕委員長

尚，上記各委員長の外，ガバナーの御要望もあり，一般会員の方も

御願いします．

J　ガバ千一月信

第J信が到着しましたので勧手許に配布致しました．ゲ責の7月の出席率を見ますと当クラブ

の出席順位はjJ位で前月より／位落ちました．今後精々メーキャップしていただき出席の向上

を計りましょう．

其　　の　　他

『4っのテストJ御入用の方は早坂職業奉仕委員長へ却申入れ下さい．／枚‘の円です．

卓　　　　言舌

SPEAK 牙∫′回国際ロータリー年次大会に出席して

開催地　マイアミの地理の説明

小花会長

フロリダ単島に在りIマイアミの街から入江を隔ててマイアミビーチがある．大会のプログラム

には紅鶴が印刷してある・マイアミから南に行くと原生林があり紅鶴がすんでいる．

∫月J好日　登　　録

規定審議会　地区代襲，役員が参加して提出された諌案を審譲する．夜フラミンゴフェスティプ

アル（紅鶴祭）が行われ公園競技場で夕食会，赤い帽子を貨って被り．御馳走を各自持ってスタン

ドに坐して食べフィールドの処で行われるショーを観る．

∫月27日　日曜日で会議はなく交歓

参加者のバッチ，クラブ代皮のバッチなど受ける．日本代表が来年の大会の宣伝に用いたノ、ツピ

ーコートは大変な人気で応接に臓なし・同じ意味の扇子も評判が上く贈った人々に喜ばれた．

夫人達はファッションショー．夜は晩餐会

∫月jク日－‘月2日　本　会

大会委員長デーキン虎の開会の辞・マイアミ市勘マイアミロータリークラブ会長の歓迎の辞，参

加者代庚の謝辞．会長の司会，演説，各委員長の報告など会議が進められるがその中にいろいろ

の音楽，目新しい寸劇などが織込まれて会を面白くされた．会のへき頭からのソyグリータ＿ゼソ

キンス虎の指揮折は見事であった．
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2　本年度予算について

理事会に於て承認された本年度の予算番を各項別に詳細説明しました．本年度書も　ロータリ

アy誌及びロータリーの友の購読代金は各会良の負担となりましたから釦諒承麻います．

尚，今後会野，雑誌代等は，会計処理上月単ばに徴収することに致しますから併せて御諒承

下さい．

∫　牙j∫ク地区の前年度決算報告書及び剰余金配分方法に付説明

欝、ま㍊地区へ剰余金配分軌はノ昭，W円上なりました．

ゲ　トラベラーチェックにつレヽて

g月，日の例会に於けるグス†のポーロさんの卓話の中にトラベラーチェックの事がありま

したカ～　このことについて当クラブ会員である同額待金井頭取の初調査によれば，ポーロ戊は

別の要件で荘内銀行に宋たことはある的　ヲべラーチェックに関してiち庄内銀行は同氏よ

り其の揆泰を受けたこともなく，従って支払をお断わりしたこ・ともない由で，ポーロ由まはか

の銀行にトラベラーチェックを交換に行ったのを荘内銀行と思い違いをしていた串がわかりま

した．指i，念の為ですカ～†ラぺラーチェックを取扱い出来考慮行は外国為替専門の東京銀行

の外，都市銀行と極めて一部の地方銀行だけで本県内では何処の銀行もその取扱いは許可され

ていない由ですので併せてお知らせ致します．

佐藤（貞）幹事より

′　海　外　錦　磯

西ドイツ，フランクフルトRCのバナー放題，小海全長が同クラブを訪問せる際贈呈を受け

たもの．

2　他クラブよカの通信

′）国際ロータリー加盟弟諾，栃木県大田原RC

2）例会朝到着，鹿児島，芦別，東亀三唱酒田各R0

、、　3）　9月末の連合年次大会に於ける宮城拝観は9月29日午後2時から（申込香に9月2g

8とあるのは誤り）行はれる旨同大会委員長より通知ありましたから参加の方は御含み蔽

います．

＃）　9月／g日のノ日講習会にはR工の要請する出好者として次の方々が指名を受けて居り

ますので重ねて御知らせ致します．

全句会報委員長（三井君）ロータリー情報委員長（佐藤仁太郎君）－（前会報に／穀

情報委員長となっているのは誤りの旨，ホストクラブより通知あり），職業分類委員馬

匝塚君）．

∫）バナー到着，東京RC，庄内出身の間クラブ会見，五十嵐興七君が持参せるもの．

其　　の　　他

谷口出席奨励委員長よカ

例会場の各テーブルメンバーは2ケ月毎に更新する予定ですので，次例会に実施します．

当日会場人口に新しい座席一覧表を掲げますから御覧になって着席下さるよう願います．
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其　の　他

広瀬綿貫より

先日青森と仙台のクラブを訪問したとき興味を持たれたことに就いてお話しあり

青森では，各会員が2ケ月に／度耳′日会長』を勤める．会長をつとめた会員は栄誉であったとい

うのでスマイルする．又現会長は′日の休養を与えられたことに対してスマイルをする．

スマイルのやり方として前以って委員が頂いておいたものを発歳する．誕生祝は夫人のそれもお祝

いする．卑語はスタンレー宮本という人で学生に兵会話を教えに来て居る人で興味があった．

＿仙台では，スマイルのやり方として，ガバナーの洋服が非常に立派であるというので．或は外人会

員が最近行った講演が非常に上かったということで．というようにスマイルボックスを持参してスマ

イルして頂く．

輪島君に，先日訪問したとき雪田ではすべての会合に於いての時間厳守の励行運動をやるという提

案があったが，その結果はという質問があったが，同君は暫1く留守にしていたので明日の例会で調べ

て副会長まで連絡するとの御返答あり．

雑誌委員長小池君主カ

ロータジ丁の友代金年2回良好円宛支払の′回分とロータリー手帳代金と共に近日中頂きに参りま

すから宜しくお願いします．

荘司君よ　少

太田まり子さんが近く枯婚なさる為新居を物色中なのでお心当りのある方は御配慮下さい．

♂月出席／とか％の会見舶名に庚彰の点味のハンカチを贈る．お誕生祝の祝杯は毎月でなく牢乎回に

まとめて挙げることにする．

卓　　　　話

SPEAK
お　酒談　義　　　佐　藤兵書君

日本酒に就いてお話しする 古来米が多く出来て余ると酒を造って売ろうということになったらし

而して，米どころが酒どころになっている

山形県下でも鶴間税務署管内が酒造石数が一番多い．当地の酒は東北，関東，北海道などに販売さ

れる・原料は勿論お米，工程は皆様勧存知のように簡単なものである．今になって酒造が始まったら

御覧下さい．その時には出来たての生一本を吟味して頂くように．

販売容器は今では樽藷は全然なくなった．木香（きが）というものが現代人の嗜好に合わ乍くなっ

たらしい．専らガラスピンである．′升ぴん（／．gg）話が故も多く，小びんも年々増えているが，

殊に此の頃は／合毎間ぴんが重宝がられる．

公定価が此の／ク月から廃止になり白田販売ということになるが，米の価格や税金（2級洒／升

昭β円の中都円が税金）が変らなければ現在より安くなるということは先づ考えられない．

日本酒は古来日本人の体質，気候，風土に適合するのか現在でもよく愛用される．

そのアルコール度数は2級酒〟皮，／級酒／‘度，特級酒′7度，冷用酒／j度位である．ビールは

年度位．

アルコール度数の鯵さによって酒の飲み方が違う 日本酒は舌の先でチビヅチビ少と味う
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ほ如何？（掟案に対しI会員よりJ～j意見の発表あ。）

賛成を得て，新睦，プログラム両委員会に附託LI成案を得て再び次例会に諮ることにする．

佐藤（貞）幹事よカ

／　海外関係

ローマRCよ。小花会長宛次の様な手紙と同クラブのバナーが到着致しました．

「嵐なたが一∫月／♂臼

クラブのバナーと

三日前出来上った様

当クラブ訪問されま

の交換として当クラブのバ ナーを御送り致します

な次第で，発送が遅れて申訳卸座し

よろしく初伝言下さい」

ヱ　他クラブよカの通信

其

この新しし

（り　例会日，例会場等変更

福島RC，／ク月gUより例会場を中合デパー＝四階食堂に変更．

宮古RC，ガバナー公式訪問の為夕月／占日の例会を9月／∫臼に繰り上げ】名古屋束RCI

ガバナー公式訪問の為夕月／，日の例会を夕月J‘〉臼午后／時半よりに変更．

上山RC，9月JJHの例会は「秋分の日」に当る為休会

（2） 例会報到潜，

安藤君

花巻，宮古，

他　RIより到着の参考資料は小花会長より

東京南クラブに出席して

配布された

9月27トロよ。開催されるダ地区連合年次大会の予約申込は非常に多く，宿舎斡旋などに∴一苦労

あり嬉しい悲鳴という処らしいとのこと．

五十嵐親睦委負長　　ニコこコ欄の報告

張君の写真サービス（パーマさん一家来訪時の写其希望者に頒っ）に就いて報告

谷口出席奨励署員長

先週の出席率は当RC

卓　　　　話

SPEAK
「最近の生命保険につい

ビジター 仙台Rc　原　－

先日，仙台北Rcで講師としてお話したことですが「最近の生命保険」について申し上げる．御承

知の如く「生命保削」ちその発端を中世ヨーロッパの「ギルド」に求めることは出来るが，学理的

頗拠から近代的生命保険会社が生れたのはI／7品2年でI約初年前にロンドンに創立された「エク

イタプル生命保険会社」がその最初と云われる・この生命保険事業はIその後，全ヨーロッパとアメ

ッカに伝わり，わが国へも，福沢諭吉によって紹介され，彼の門下生によって討議され，明治ノダ年

7月に当時文部省役人であった阿部奉蔵氏（同氏夫人は鶴岡市出身）を初代社長として設立された明

治生命保険会社が，わが国最初の生命保険事業に着手したのである・その後日清I日露両戦役による

国力の伸展，第一次世界大戦前後の好展気をむかえ業界は画期的躍進を遂げた．第二次世界大戦後は

国内経済界の大混乱とインフレにまき込まれたのであるがI昭和J／年の金融機関再建整備法によっ
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佐藤（貞）幹事よお
●　■　●　●　一　一　一一　一　一●　一　●　一　一　●一　一　一　一　一■　－′

′　海外関係

バリーRCのバナー披露I小花会長が同クラブ訪問の際交換したものです．会場に掲げることに

致します．

2　他クラブ隣係

（1）事務所， 例会場，例会時間等変更

抑長浜RC一例会場及び事務所を長浜市高田町長浜商工会議所内に変更（9日〟臼より）

lロ）大阪西，大阪南，大阪北，大阪東各RCのノ♂月3日よ。〟月‘臼迄の例会はI M会長

代理Allin W D示inさんを大阪に歓迎する為，〃月7日（金）々ガから新大阪ホ

テルyこおいて大阪市内∫クラブの合同例会として開催する．

恒村上RC－9月ヱ2日の例会は午後α時、り分より瀬波温泉三島屋旅館に変質

iニJ　東京池袋RC9月23日　の例会は祭日の為休会．

（21国際ロータリー加盟承認一立川RC．例会日時土曜日〟

三階ホー／レ

（3）チャーターナイ†案内

抑　瑞浪（みづなみ）RC（岐阜県）－〟月ム日　′♂時即分より

抑豊前（ぶせん）RC嘩間県）－ノノ月／♂臼′♂時部分より

ぐう　加茂RC（新潟県）－ノ♂月ヱ封己　ノり時より

（4）例会報到着， 函館東，花巻，東京，

J g月の出席率について

東京酉I川崎北I村上各RC

戌フ例会場所立川商工会議所

ガバナー月信解滋号¢貢によりますとg月の出席率は山形酉が〟♂％で当エロ地区内簡／位次に

県内クラブでは寒河江が㌢ぷ％で7位I村山が9ム・即％で，位，山形が9‘．〟％で′♂位となっ

て居。ます・当クラブは押ガ％で必位，前月の33位よりは少しよくたって店。ますが，せめ

て平均ライン9仇g7％位迄になるよう頑強りませう．

ゲ　当クラブ例会場臨時変更

〟月ゲ臼の例会場は都合により十日町殖産銀行会議室に臨時変更致します．但し例会時間は変

更ありません．

其　　の　　他

雑誌委良民小池君より維誌代金は雑誌委員会で集金する旨報告．集金す．

市議会開会中で議員さん欠席多くl板垣君，谷口君為に早退．

全国ロ‾タリアンに有名な飯君の訪問を受けその熱誠な卓話を拝聴す．

親睦委員長五十嵐君より，グヌー　ビ汐ターの訪問の通知申込を受けた方は出来るだけ速かに親睦委

員に連絡下さるようお塀い．（華名，所属クラブ，職業分鶏を）

人

　

沃
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高々はず－ロータリアンをよく読み，充分ロータリーを理解し之を生活信条にとり入れて行動すれば，

あれがロータリーかと社会に判るようになn，そして自然に拡大させることが出来る．

前車匿の†－マス会長は友情の格をかけよ，生気をもり上げよ，′人′人がロータリーを白分のもの

としてとり上げよ．

その節のベンタン会長は吾々の努力ほよりよき理想に進むを念頭におけ．

その前の会長は名栗ともにロータリアンになること．その精神を白分のみならず他にも拡げること．

絶えず研究をつづけろこと．などがそれを示している．

サービスということに就いて申上げてみると．そもそも宗教上の礼拝を意味し，キリス†教では

Snやday S‥‥i←e　といひ仏教ではおっとめ（勤行？）という．

神仏の心を心として自らを深くして行くことである．

数年前のRI会長トムソン氏は会長，幹事などまかせきりにしたいで，自らすすんでロータリーを

よくするように努力すべきであると言ほれた．

お互に楽しく積桓的に努力して行き匿い．

gMILEBOX

（ニコニコ）
枚垣君　早退　　市議会へ御苦労様

呼や呼や野中や呼や甲呼や呼や甲甲や甲や牢乎や呼野甲呼や

本日　の献立

洋　食　　　ゑびのふらい　　　ポークソテ　　　レチエク盛込
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ラ㌢鍬会場鮨時変更　…驚震、、　箭慧；≡

離磨警禦ラブ例会場は市属十日町殖産銀行会議室攣撃更囲会時恥従釆濁かこ
離れ組む議巌ぬて納らせ敦1京王昌一　隼黒古㍗∵パ鳥目

其　の　＿他　　東京のポ地区合同大会に出席の方々多く，

柏戸の相撲話でなかなか賑やかである．

今日 と思はれたが

SPEAK
新大関柏戸に就い 荘司紫太郎君（会員）

先日の大関被盛宴は実に盛大なもので．彼の人気の素晴らしさを物語る．彼の態度も立派であった

粕声の「心構え」に．就いて自分の体験したことを申上げる．〝富樫〝と云っていた十両の時大阪場

所で優勝し，次の東京場所で準複勝（若秩父に負けた）した時，白洲次郎氏の希望によって彼を連

れて面会した時白洲氏は早通「君は童貞か」と間はれ，次いで女性関係によく注意するように諭さ

れた．その後彼はその方面は慎重である．

昨年ム月に帰郷した時には鼻が悪いからと云って，酒を飲まず，サイダーやジュースなど飲んで

おつきあいしていた．彼は克巳心強く，よく摂生する．

彼は気が軌、，気概を以って勝負に臨まなければならないと，よく云はれたが，大関被蕗の時今

度の場所は大丈夫か，と問うたら，自信満々の態度だった．初口苦手の若秩夫に敗れたので周囲の

人々が心配したが，以後堂々と斗って立派な星を得た．

彼が此処まで異数の昇進を成したのはその摂動　精進に依るものである．今後此の態度を持して

折角大成して行くことを切望している．復の大成を期する為には成る可く多くの人々の後援を得な

ければならない・米沢市でも後援会が賽生し，年会費ノ万円の会員が∫ク名も集って，感心したが

之にはロータリークラブへの働きかけが効果があったというが，当クラブでもどうぞ宜しくお願い

し匿い．柏戸の今場所の勝負は立派であるが，朝潮との一戦は気力の点もあるが技備に於いてもか

に寄り，つり寄りという形で見撃たものである．

彼の鉄砲は千代の山それに比するに，彼は全体量をかけて行くものであり，千代の山は腕力によ

るものである．彼の体重がもう2賞増してJ∫貢となれは，千代の山のそれ以上に威力を発揮する

ものと思う．

柏戸の体重は順調に増加している．去年は2g寅，今年はjj綴，来年はJJ馳期待出来る．∬

貫が後の理想的な体重であるという．

伊勢の海親方は来年の∫月までに相戸の横綱昇進が実現するかも知れないとも云っている．

彼のような心樺であれば横網になっても決して心配はなく大成して行くだろう．

鶴岡巡業の時は，稽古を特に土燐の上でやって貿ったが，若の花との申合いを′∫番もやり，出

羽錦との打つかり稽古をふらふらになる位にやったが，ト愚考阜礼鱒正㌢く両力士に水を捧げた・実

にすがすがしい情景である．最近騒いでいる労組の人々にも比のような心境を参考にして頂き度い

I

J

・
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この様な時は当クラブの様な新しいRCは皆こぞって出席される様望みます．

デスりクヤアツセンプリーは会長1幹事はクラブ経費で必ず出席となっていますが．他の人も多

1数出席される様希望します．

私はロータリーを余。雉かしく考えて居りません・ひとくちにサービスをモツトに職業を通じI

世の中を明るくする運動と考えて居。ます・金を使ってやる奉仕だけでなくI金を使わないサービス

も十分にやることで，他人の就職運動等最も価値ある職業奉仕と考え実行して居。ます．此の様に金

をかけずに世の人の為になることが他にも沢山あります．

新会長のYOn are ROtaryはあなたのノ挙手／投足がロー冬ユニヱ塵透止云∋／妄凰笠も我
で’‾＼－＼一′一、、．　　　　1．．．－－－－　、＿、＿‘、、－‾二二∴一二一二

々小都市に居ると特にその行動が目立つのでその点も考えなければならない．

日本では毎日のニュースほいやたことはかり多いがIこんなことは他国ではない．ヨーロッパには

足の削、人が非常に多いが，完全雇僻でよく働いている・又どこの飛行場でも革（ホエールチェア）

にすがった足の悪い人を優先して皆で助けて乗せている・とにかく一寸したことでも世の為皆で助け

例えば鶴岡でそれだけ世の中にサービスする姿が見られるだろうか・バラ園でも花だけでなく根こ

そぎもって行く人があると聞くが‥．‥．…‥

・それと同じことがらでアメリカのナイアガラの見学に行った時，そこに美しい花時計があったがI

誰一人として花等とる人が纏った・帰って臥、たのですが，神戸にも時計花壇があるそうですが，

針を折ってしまったそうです・何と外国と日本と違うことだろう．

フランスでNHEに非常に細世話になったが，或る時NHKの方の家に徹世話になった時，そこの

家の子供が／～∫番の胸に成綾番号をつけているのでどうしてそんな成粉がいゝのか聞いたところI・

学校で皆が同情して親切に教えて呉れるから成績がよくなると云うことだった．我々が特別に行って

いることが彼等は平素不断に・行っているのである．

社会を明るくするにはロータリーをどしどし拡大しなければならないと思います．

又米国では法律や約束を守る．守らせるに非常に厳格です．

日本の現在捏ロータリーを必要とする秋はないでしょう・各クラブの活動を活発にすると共に大い

に拡めましよう・以上は平素私の考えを述べたので師団長の訓示ではありませんl今後ク矛、タの益々

徹発展を祈ります．

以　上

1960年8月15日7リセンフリーに於けるガバナーの指導

ガバナー挨拶

今回の公式訪問は能代RCのチャーター出席を機会に同地方の公式訪問を計画した為に日時も少な

く大変御迷惑をかけたことを深く衡詫します．

それにも拘らず斯くの如き行届いた詳細な報告書並びに計画書を経められ，その努力と即頃の活動

に対し深く敬意を表します・特に当クラブは会長自らRl年次大会に出席され，又先君も外遊中各ク

ラブを訪問され，創立／年に2人もの外遊者が各クラブを訪問する等は珍らしいことで，今後の当ク

ラブの発展に大きな力を為すことゝ思います．

）が
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雑　誌　委　員　　（jβ時β∫分～28時好分）

ロータリーの友g月号に私は「レークブラyツド物語」を書いておいたから是非読んでいたゞき

レークプラシッドは今這余り一般には知られていないがI私は何故あそこで毎年重要な会議が開

かれるのだろうと興味をもちI種々なパンフレットを集め／晩徹夜で書き上げたものです．レーク

プラレッドを理解しI何故そこで諸会合が行はれるかがよく判ります．

プログラム委員　　　　（jO時好分～JO時′2分）

大変立派なプログラムです．

プログラムには出来るだけ会員のスピークを多くする方がいゝ・会員は皆立派な豊富な経歴の持

主ですからそのスピークは大いに役立ちます・又その様な人がスピークに慣れることも大いに必要

でその意味からも会員スピークを多くもつ方がいゝと思う．

当クラブのプログラムは非常に面白く出来ています．

一般情報委員　　　（20時／2分～20時′7分）

一般情報はロータリーの活動をロータリー外に∴PRすることで，当クラブのこの様な活動で結構

と思います．

ロータリー情報委員 （J0時／7分～20時J♂分）

近頃Rl本部よりロ㌧一夕！仁一情報についでその活動を大いに高揚する様にとやかましく云って来

て居ります．

今度の会長の自壊にもYOn are ROtaryと云われていて′人／人がロータリーを身につけ

此の活動にはファイアサイドトテングが最もよいがI兎角集る人が決ってしまい，講師だけで

生徒が仲々集まらないのが常態の様だがそれでもいゝ．

秋田でリバーサイドミーテングをやっている・それは「フォアークエイクラプ」と命名した小柄

なバーを作ってIそこに集っている・特に若い会員は毎晩集っている・川蝉の小路に在って／人，

之㍉α汐円位の拠出らしい．

当クラブでは朝食会を計して居られるがI夏の暑い中に早朝静かな庭の綺麗な勧寺等に集り，ロ

ータリー情報を研究し・，簡単な朝食をとって解散する趣向は面白い………いいでしょう

敏業奉仕委㍉員　　（2∂時ガ分～20時J∫分）

職業奉仕も難かしく考えられるがI難かしいものではない．金をかけないで白分の職業を通じて

奉仕することで，私も就職斡旋が最もよい奉仕と考え実行している・之は全く社会の為に，青少年

の為に金をかけないで自分の職業を通じて奉仕出来る．

又学生のある襲会の費用をRCが中心になって募金をやっている等も青少年の為に自己の職業を

通じて出来るサービスです．

湯沢RCの大谷会長は点字をよ年前に始めて点字翻訳をやって盲学校に贈って喜ばれているが，

更に自分の病院の看護婦養成所に呼び掛けI最初は乗気でなかったが，盲学校の運動会を見学させ

たところ深く同情LIそれから此の看護婦達も点字勒訳に協力している．現在河北新報の米国縦断
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よ′才）が鶴岡を訪れ，市中で困っているのを知り，会長宅に呼び歓待したその青年は／月／ぐ臼バ

ンクーバーを発ちメキシコ→オセエア諸島→－シドニー→香港→神戸一一一斗東日本各地一→北海

道→・中共→ヨーロッパ各地・一一一本国と最低の経費で世界の多くの人を知り視野を広めるユネスコ

精神の具現を目的に廻っていることを知り同夜は会長宅に泊め，翌日は会長と国際奉仕委員で会員の

荘内貨物板垣社長に新潟迄の定期陵に便乗の便宜を頬も　又会員荘内銀行金井頭取に免浜の便宜を受

け，会長は新潟束RCの会員，渋川RCの会員に連絡をとる等万端の援助をし，会員数人に見送られ

青年は感激そのもので次の目的地に向った．

ガバナーのことば

実に此のクラブの活動特に国際奉仕活動は素晴らしい敬服の外ない．

‖
！
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致します．

J　他クラブよカの通信

（1）チャーターナイ‾ナ案内

横浜港副とCI／／月／クHI／3時jク分より会場一横浜プリンスホテル．

（2）例　会　輯　到　着

東京，大館，酒場各1ミC

（3）盛岡HC上　前年度年次報告書，本年度活動計画書 会員名簿等到着

（4）京都北RCバナー披蕗，佐藤（仁）君が同クラブ訪問の際交換せるもの

j　9月2g■ロー29日東京に於て開催されました連合年次大会への当クラブ上りの出席者は次の

通りです．小花会長，三浦君， 手塚翠，飯自君， 五十嵐君（以上夫人同伴）安藤君．佐

藤（仁）君，鈴木君，月末御多忙のところ大勢初参加下さいまして有難う御座いました．

ゲ／ク月／g Uの例会場は会場都合により再び市内十日町殖産銀行会議室に臨時変更することに

なりました．（例会時間は従来通り）

其　の　他

○　佐藤（仁）君．京都北llC訪問ノミナー交換のお話

○　田中出席奨励委員上り出柘報告，9月

後尚一層の努力を要望す．ヲ月の月間出席率′′〟

ヲ♂ 飾ラインにほんの少し足りないので，今

名に例に上ってハンカチを皇

でとう．

0　親睦委員長，五十嵐君より　　　　　　　目

安藤君（工慶長）の鶴岡メッキ会社が今般衛生管理優良工場として労働者エ

を授与された．誠におめでとう．

安藤君　よ　り挨拶

全く夢のようなことである

し表彰，お禦

り表彰され，大臣賞

之は皆様の初後援によってなし得たことである．今後尚一層の酎旨

導，勧鞭達をお願いする．

お　誕　生　祝

広瀬（健）君（／β月／グロ）五十嵐君（／（フ月∫臼）おめでとう．記念品R曽里

広瀬（健）署のお話

先日，東京RC（会場I帝国ホテル）の例会に出席した際に感じたことを2～j申し上げる．

ピジタ‾の紹介は以前は何々君以下何名としていたが，今後ビジターの方全部を一名づっ型通りに紹

介すること†こし六二．

その日は丁度雨であって，帰りに車を拾えなくて凶っている人が多かった．そのような時自家用車を

持っている会員は出来る丈困っている人々を車に乗せてくれるような心遣いをして頂き度い．

過日，臼分の店の軒下で雨宿りしている子供連れの婦人を卓で送ったことがあったが，その際運転手

に煙草を下さったが却って恐縮し，本意でない結果になった．

広瀬署のお話に関連して小花会長のお話

先般外遊の時，シカゴの駅で荷物を持った子供連れの婦人に手助けして，子供さんに日本の着物を着

せて招いてやったことがあったが；鮫近その人から長文のお礼状と写真が送られて来た．

東京liCの幹事さんにも会ってI広瀬君の御感徳，御希望をお伝えし度い．

赤い羽根遊動に協力し良い．



剥￥回捷珪溶出　廃苫－イン′コF脾賞‘達（コ）型事

歩の／剋月日ト4㌘‘占‘才等革む＼巨　視顎髭呼蓬嘗＋苫l蓬（憩）雅男

（葎家島閻鼻
‘〉関り酬g）蓬撃苫（⊂＝⊂＝）

XOgヨ1日州S
■、へ軍屡駐ユ1諜報‘1擾現〉Ta等冒董骨工機東付図堤囁異∠左石の習☆牽

●1らち二減産率　VT舅膵

（‘9ふ諺音程蕃鞍付与

ユG敵軍g渚等つ慮彰拶♂ど～ク㌘‘1禦撞1明彦コ母等冒重号）′E／？√官でJl壬．∠－バrJ

（謹啓ag塁等静等を帯鶉のキ‘葛∫剋朝田梁塵

辱／つ一9埴軍考等野‘官／射痘‘Ⅵ唇つ撃ペ／∠－∠）／∵E／つ′∵み′：シ117宇　ふみ　筆削雲

●写し等ミ草郎軸の達￥暴郵事一丁ノ亨′“ft′〆

●顎Gも？暫髪膵マつ　■1髄1醐上白雫空耳6、へ79等立付年号￥将軍甜つ幅賢

ユ告甘甘賂引払封畝を‘匂呼号等a枇製車軸膵詔〉場1G早1謝駐1♭早1望〉Ta鼻封a

a一石才一」コGT－1占み穴β軍営睾‘甘射新川憶∵1￥第7叩、もてユ卓也与等髄つIl

‘コ留㌢ふて纂持味‘雫立てつも車キTZGT習等址、r′‘Gもつ47つ；、へマ咋軍国‘岬等W

T勺等マ〝、へも〝苫トft′好雄蜘鸞qt寧達口的〔カ斑叩‘等W子持享マ〝管等〟て勺一占みノ∴右耳　（党）

呼号等ミ字数軍肇≡Tり茎等‘恵拐‘ユ・へ顎つ等痘苗　（出）

一、17年責梨付録の誼宙　（党）

呼号ふ程等担付髭了うつ割印設立等制空‘￥等、（凶）

刊ユ准劉一高言言
●￥⊂一もつ野望沌万も

‘勺咋討つ凶〉亭マ冒章一接封瑚■管も〉ちミグ尉壌丁クコ軸等切掛寧冒孝一嘉首唱等＝渚（田竃）

91fち　（患）

呼号Wも3－■　′＃沌冒辱＝慶　（出）

ユ17暫餌付首等＝慶‘r慶

利之蟹、仔業聴
‘、1義ilつ膚；T管、学年

ミ軍習抄等IユGT○○マつ萱官考額等Ilコカ動軍卑那空けケ穀0写11阻軒摘摘摘層別扉針裾膵痩

ふ開つ噛帝考箪封印‘「寵重等封印管阜素等コ堪寮愚問‘1染謂つJa茅日動臼‘雄（V）H等協〉旗＿管

軍‘1印3匹教程量産印等協●写して撃てユし琴膵野望万も農業ひ繋讃Y米‘馴夕m達静マ苔等丁場も

●受÷杉出葦聖、へ目壁間の古さ望卓言そつduキ’マつ管もつりT；某aY墨ユし封葦事適

量著す了　〇甘凶報

●ユ1塵つムー妄り－≦み′古材も；T；、へ7号経や某￥攣

ユ叫牒巨射睦等
●11尊皇裕二かつ′髄最古等撃つ患部

誓　苛　む　中　　量巻ひ専昆半日－ヨr∫ど〉1∀ヨdS

号室　　　　車

J



傷

修



1ト・　　‾＼　‾

（∠0∠1打エ）

をご　要　点　　　軌等姐

日　動Y　　　臼　等脚

（E9St・EZt rはエ）
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J　他クラブよれの通信

吊　仮クラブ結成案内

的　水俣RC　（熊本県）

伺　茅ヶ崎RC　（神奈川県）

（2）チャーター案内

材）沼津北RC11月27日　回　午后12時50分　於　沼津市沼津精華高等学校講堂

登録料1名様　2，003円

的　笠間RC11月25日向　午前10時5口分　於　笠間市茨城県立笠間高等学校講堂

登録料1名様　2，000円

←う　宮崎酉RC，日向RC合同11月12日出　午后5時　於　嘗崎市　宮崎市郡医師会館

登録料1名様　2，500円

何れも細部は幹事へお問合せ下さい

（引　会場，例会時間等変更

㈹　秋田RCl口月19日（水ト10月20日囲　午后8時　県産業会館4階ホール

何　古川RClD月　7日（金ト1口月　9日回　午后5時部分　古川市裏町　新約

的　大宮RC11月2日泳ト11月　9日佃の例会場を大宮商工会議所2臍に

（4）牟‥華，＿旦‥華

仙台南RC　　宇治RC　　東京RC　　函館東RC

チ‥華甲＿筆撃竺も連絡しましたが，当クラブ10月18日助の例会場は．十日

吏すること偉こなりました （例会時間は従来通り）

其　の　他

当クラブ創立以来本日披蕗されたニューヨークRCのバナー（

の交換バナーとなる お♂）でとう．

100本旨

㍉竺±二還筐……喜芸連合年空室　於，東京
参加報告（要旨）　小　花　会　長

19d〕．9．28～29

吾鶴岡RC上りは会員10名∫家族8名の多勢で参加し，何時も一緒に行動し，親しÅ深く且つ

心強かった・参加者・手塚君・閲夫人I三橋君・同夫人鈴木君，大野君，同夫人，五十嵐！，同夫

人，佐藤（仁）君，飯自若，同夫人，安藤君，阿部君．

9月27日的

前夜懇談会（会長・幹事参加）於　上野精養軒　　小花会長，安藤前幹事参加

大会の運営を円滑に行わしめるよいこ事前討議をするものである．

ソングリ‾ダ‾は藤山‾邸圧でその演技は活気があり非常に魅力的であった．相原カクンセラー

がリーダーとなり，12項巨にわたる協議を行った・51刀口名参加という大会は．日本では初めて

催されたが非常に上く道営された・今日此処に来訪下された菅谷君の東京北RCがホストクラブで

あるが・その御苦心は大変なものだったと思われる・－ぉ帰りになったらどうぞ宜しくお伝え頗いた

し、．
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葦㌻孝一　璽※アて㌣章彗黒さ芦

7月27日（木）（大会オJ 日）　丸の内東宝劇場

午前9時開会　　ロータリーソング　「事に当りて「

決議委員会報告　　　決議委員疑　宮脇　富バストガバナー

決　議　採　決　　　　　　　　　佐々木　孝三郎ガバナー

決　議　事　項

（1）本大会はR工会長代理Allin w．⊃akin圧を派遣されたことに対して感謝の息を表明する

（勿　R工会長　Me La－ユghlln辞の今年度Taget　に対し最も力強く協力する．

（3）昨年度のバストガバナーに対し謝意を表明する．

（4）ガバナーエレクト佐治君の逝去に対し輯息を庚する．

伺　本大会のホストクラブ並びにその協力団体に対し謝意を表する．

（6）本大会開催地に記念品を姫里する．

川　第555地区分割の問題

は　R工年次大会（東京）に関する諸事項

（9）マイアミ大会で撤回になった束1号議案の精神をと。いれて，本大会の名に於いて．R工理事

会に世界各地域から平等にR工理事が避出されるよう善処方申入れること．

（11）来年度本地区大会開催地の発表

．一ノ　　550区　函館　　552区　盛岡　　555区　甲府（分割すれば更に新潟も）

580区　冨山

以上10件全部可決又は承認された．

ノ今・
部門別協議会報告　　各リーダー（8名づつ）

午前川時10分　講演r近代文化と金属』三嶋 RC会員）

トラソ汐スター，シリコンなど近代文化の発展に重要なもの多く興味深かった．

参加クラブ代表挨拶

黒川仙台R C会旗のお話
‾you aro Rotaryというのは『所謂ロータリー馬鹿－こなる』ということであって，此処に

居られるデーキンさんはじめガバナーI会艮などは皆大馬鹿の方なのであると，ユーモアの中に含

蓄のあることを話された．

午前11時　Rエ会長代理Allin w］〕akin

お話を始める前に会員全部局こ起立して頂き，姿勢をなおして血液の循環をよくするというなかな

か面白いやり方である．

青少年対韓にはよく努力してほしい・ロータリーの大会には会員はすすんで参加し，皆よく発言

することがよい．社会奉仕として，その国の自然の美を生かすことに努力するなど感銘深いものが

Allin w Dakln圧はアイオワ

ガバナー．RI弟5

午前11時2 分　　四区ガバ

11時50分　閉　会　の　辞

11時4口分　余興 テノール独唱　五十嵐　喜芳昏

午后12時10分　　ロータリーソング 手に手つないで

昼　食　　休　憩　　20分

千后12時50分　　散　　　会

ぜ　螢？華華甲

イオワR Cに入り 1会食



〝スピン〟購－キム〆バイ国策

画日
‘、ヘ　リ定期棚節　宴宴　蔓草顔　鞄鞄等　奮奮Ⅵ二

‘1竣暴虐尊卑国東管等の軍畑ユ17で一丁で㌢阜開コ軍港付宣旨ふ′∠‘〆一口（加科‘皆目字書TI

蕃・管等立通官業別学轟音阜詔の等号雫劉滅マG等考鴇等∠占古の今等‘G等乱暴㌢￥恥辱仔軌ヴY

－Y一つに「97事卑離別マレ等つJ∠妄β何首目1簿二滅呼号ユ1考卓も7才膵′∠　〆－dT槽任草

▲・へも・へユし貰つ柁勘考群墨も宵解の姐昇ヱ4〉倭の古等つG等‘昨今等丁場管も01・咽Gコツ

軍考咋G〉、への嘩異句Wココ軸丁古今祥一受・へ11図尊等コ嘩辞等聴け倭等虻‘0雫11「〔熱等つ欄智

乱射＝欄闇掛勘如け湖‘1割轟等コ垂事の初音付す凄‘19、へ1瑚勺明澄等つ咽馴g割1甚重昂

鼻守一′19ふ考舅瀾コ嗣認男nr瀬郎腎軒別′∠洋才一口●管等a華Y・へ1相加剥￥封バ∠百才一口

1書　写　草　根　寧

ビ∠√判イ仁バキ←でご国米

－イ〉′〟習閣一存タ一口牌

点て輌　叩て郡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●γ稗貫

Gも貰冊力み要語考唇畳00傍目瑚つT9上智駕卑罫竃0割重松一首‘一口羊峰等そつ‡用字11廿等

0年・も￥閉ま日参今立等華☆胃管島津官尊エMJつ●ふ羊　等a通告阜7着冴考笹島も頒甚切身Y歯累

の薯も鞘囁G羊し■ふ革0雫117斎冴孝一藷仰せかll賭管長7割勺咋ふむ●上本G等尊重萱羊等

年女粥をコヰ立野羊柑軸‘上昇0雫等痘曾もつJ￥烏宜‘Gもやつ捗鮮封日TH封軸●ふ羊0署1年￥建

一1÷手写等等量三相尭Wコ●上昇¢雫左の隼も封の￥輿咋マ習醤ミサひ年；鮎マ∠≦β●一正〆一口

、つ等与等茅1年辛箸等儲劉0移目早促音

箪　撤　　　　収をYつWも　　　　撃ふみ

軒古遠く国）＃琴

（写コぎ車001－41′覇道）達準違　（写諾蜜00L－イゝ′朝竃）護静

19鐸副￥

物　笥　現

耳牒0　日　車

（⊂＝⊂＝）

XPgヨ「lNS



（∠0∠「Hエ）

⊂を　こ　寿、合

口　勒￥

豹等掛
目　等値

（C991・EZt「Ⅰ宜ふ）

軸迎撃等工単組額

通日≡史観篭儲協珊

上皇〃●一石　を一口凶韓

・小貫b雫ユ、憎法相「1ど∠ひしりつ爛￥巾　●G等婆等ひ「包丁説∠≦β」

・っ4gT・ネ量Jが警11軍軍胡ひ瀞再霊夢吼∠妄‘園卓も三相孝弘r′‘欝硬－イゝ′〇Ⅵ声餌バ
▲－▲■●●■●－■－■■－■t→一一一▼一t t一●－●■■ ’洛　観　彬　辞　′

¢丁重嶺（冒）畢事

小貫1凝謡勺

上砂舶考Y≦一幸∠∠左石

ミ年別卯は夢路ひ駁剋‘常〉封11

蜃高車：二三三亘．）
葦轟び君轟斤　　く

ネ貫1凝つ虎苛つ9

毎‘aOY砕茅苫田1¢輩倒

百子雷　等　祉＼レ

誼‘拉毒韓

Y￥督苛む、トY￥凶軍艦華中事1　Y　身

／、（睾騨）　替

掛9；む刃Z⊆∈a％96●6g

⊆丞て〇号1日剋　瑳冷感

町折離嘘首都如暗阜有朋

珪rh畠

蓬田重　蓬温国　旗津窃　蓬

等　視＼r′　琴　　　　　陸

≧密封四割0月6 ��％Z巾●TG �密封叩苫塑 �ヨ！ 効 0 i還 

〇Ⅵ爾軍旗関銭 日払、遥圃廿等 �∠β ムー ∠′ �野（ �軍制印可剖・ 

％‖∵銅 �痙封印国雄 

蓬口受達観与 教卓（回）＃琴 �宴 湖 ￥ �％hT●日 �痙　封　印 �】封 印 G， ！豊 
守AZ �瑠　封　印 

昏⊆； �　軍　営　等 i 

’崖‥（コ十審諺

（首等）崖益生餌鞘

エペ措つ謀恕U身マ愚息け艶0詳寄　書主監宮

口⊆Z　臼　OT

等　紗　回　軍

亨華等封欝互酔零封‘鞍等

そ’摘丁苫前甘dY古b■症丁　　　　　　　等脚回　∠タ　岩



2　他クラブよカの通信

（1）チャーターナイ　‖寮内

観音寺liC（香川県）11月26　日、1う時より

大田原liC（栃木県）12　月　号　臼　11時より

（2）例会臼．例会場等変更

的　上山llCの例会壕は村尾旅館増改築の為，福屋ホールに臨時変更して居りましたが，今般

相恩旅館が結成しましたので11月uLLより従来通。同旅館に復帰します・

何　せ日日IC，10月21日の例会は10月2うU，12時う0分よ。鳴子ホテルに臨時変更

（3）会　報　到　着

東京日本橋　青森東　′大館　弘前東　　曝釜　山膨酉各RC

（4）京都且C職業奉仕委員会よ。「職場の憲章」が届きました・当クラブ職業奉仕委員会に於て

掬研究の上必要部数おとりまとめ下さる様願います・

親睦委負会よ少 （五十嵐君）スマイル報告別項

会報委員会よう（三井）

今後他liCより頂いた会報は．各RC毎にまとめて衣紋をつけて会場に並べておきますからどうぞ

御覧下さい．

国際車仕委員会 （三浦君）

外国へのクリスマスのおたよりがその日までに着くようにする為の郵政物差出期限について次のよ

うな注意が必賢のようですから街参考にして下さい．

Xマスのおたよ

4．5　日　はやめ　に

ことしもまもなくクリスマスがやってくる．キー・掴にいる知人や友人そして家族に心あたにかい日本

からのたより，プレゼン1などをクリスマス‘ノン臼まで確実に送れるように県内の郵陵局ではこれら

の郵使物の産出期限を次のように決めた．

この期限までに積み出し交換局（外国へ郵便を差し立てる郵陵局一束京空結局，横浜局，神戸港局）

に到着したものはクリスマス当日までに郵政物が受取人に配達される・

なおこの羞し出し期限は船や航空機の出航あるいは出帆の都合により多少変更されることもあるの

で，この衷よ。叫，5日程度早桝こ積み出しI交換局に着くように出してほしいと郵便局では望んで

いる．

おもな差し出し期限は次の通り．

名あて国 � ��名あて国 �船場常型盟艶 　包 10月29日 、11月う日 �航空璃逆些 

マ・・‾ヲ　　ヤ ���オ　ランダ 竃 ��12月12 12月1．う 

タイ請影ク �ままヨ弓も呂！壬㍑至言崇 ��l カ　ナ　ダ �11月21日 11月22日 �12月1う 12牡＿蔓旦 

〝そ叫好）地域 �11月2埠日 �12月　8日 �！ けメ摘（欝 l �11月25日 �12月　9 
11月J25日 �12月　9日 ��12日　6Li �12月20 

ベ　ル　ギ　ー �11月　5日 �12月」7日 �…〝（その他の �11月　22u �12月　6 
11月　9日 �12月18日 �日射軌面諸州） �12月　韓日 �12月18 
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鶴岡べんを聞いた‘’）は之が始めであったわけである・

疎開中鶴田の女性と結婚したので，其の後．その鶴岡べんをふんだんに聞かされている・

服部単四的加藤精三氏などとも縁辺になった・

戦争で嘩津が焼かれて，すき焼き約1つ残った．それから鶴剛こやって来て，本鎮守にお世話に

な。I　2年半を過した．同寺の和尚さんとはよく話が通じて愉しかった・其の間I山形大学農学部

に教えに行ったこともある．

山形県は山が多い．山は風景を造るものである．山の字のついた岡山，富山などもそうである・岡

山には8車間居った巧　同僚が，仏は束京では山が見えないので不安になると云った・鶴間は周囲

に山があって落潜いている．

山を都市計画にとり入れてある．公園に向って稿の上に立って見ると右に鳥海，左に金峰，母狩

の山があって非常に景色がよい．之は城を遣る時に考えたものに違いない．その着想は非常によい

川の流れもよくそれに合っている・それを考えてくれたのは殿様かI家老かI今ではその恩を思う

のである．

郷里は富士山のふもとで，非常に景色のよい処であるが，それにもまして，鶴岡では街遣りその

ものに此の風景を応用したことは感心する．

鶴岡の人情は非常によい．

鶴剛こ1年居た人は喧ヰ面で帰る

草生居た人は泣きの涙で帰る・という言葉もある・

何時か雨のUlこわざわざ追かけて来て傘を貸してくれた人もあった．郷里のそれに較べても感心

する．

秋野光民氏とは随分久し振。に五十川の駅で遭ったことがあり，次いで水沢のガへ行くバスの中

で遭い，同氏宅に一晩泊めて浸いて歎談LI帰らないで此処に居てくれと言ほれたこともある・鶴

岡出身の親しい人が東京に来てよく寄ってくれる比の間も西川通水氏が来られた・出入。の大工さん

が大山出身の人だ．鶴間とはよく緑がある．隣には阿部次郎氏の祖親戚があ。，一軒おいて隣には

磐若寺の娘さんが嫁に来て屠られる．

先頃家内が歯医者に行ったら鶴間の人と遭ったと云う・

鶴岡の学生がよく訪ねて来る．弘の弟が立教大学の総長をしているので．鶴岡の人の入学試験に

はよく言ってやる．

先般，立教ばか。う度受験して失敗しI埠度目の受験の人があって）相談を受けたのでI弟にも

事情を話しにら感心して何とかしようと言っていたが，成績はあまり俊秀ではなかったが，何とか

して入学さして上げた．本人は非常に喜んで感謝していた．

青山学院の志望者もよく相談に来られる．

親が酒をのんでいる姿は見るが，本を読む姿は見にことがないというのか農村の実妹のようであ

るからIそのような環境から出た人は入学試験の成績はあまりよくない・何とかして，学問に親し

むようにすることが望ましい．今は年をとって，創作はしないおで時間があるからそのようなこと

でいろいろお役に立ち度い．

に鶴岡を愛しているかをお話し中

患、
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佐藤（貞）幹事よう
1　会　報　到　着　　　花巻，塩釜，横浜幽各liC

2　東京東RCより1959－1960年度の年報が届きました．

職業奉仕委員会（早坂君）よカ

冊子「職場の窓茸」（編者京都艮C．職業奉仕委員会）は有意義な興味あるもののようですので全

会員に配布します．衡一読下さい．

会報委員会（三井）

会報の配布がおくれてすみません．印刷担当者にやむを得ない事故がありましたので．

卑　　　　話

SPEAK
最近の電力状勢と将来について

池　内　方　平　君

電気が吾国に初めて使用されたのは明治11年う月25　日東京虎の門工部大学ホールにて催され

た電信中央局の牒乳業祝賀会に於てフランス製アーク灯が電池50倍で点火された．これが菖国最初

の電灯点火であって之を記念日として今日う月25　日は電気記念日となっているのである．

それ以来電気の使用が次第に盛になって来たので明治15年11月1日に束京電灯会社が創立さ

れた．そして翌、1竜一聾2月15日に東京電灯会社の設立が許可されて居る．之が電灯会社の寛1号

である．然し東京電灯会社が官業を開始したのは明治21年11月29・Uとなっている．その后東

京について神戸．大阪，京都，名古屋，横浜をほじめとする全国重箪都市に竃気事業を目的とする

会社が出来ていろ．

皆さんと最も縁の深い鶴岡水力電気会社は明治う⊥隼6月8日に由江＝ll茄鶴岡町外9ケ村を供給

区域として誕生している．そして明治うう年9月2号　日に開業している．

新の如く吾国の電気事業は今から70生以前に見端を発LU清．臼盛の両戦争を経て日本の軍需

産業は著しく発達し第一次世界大戦，大平洋戦争では兵器の進歩により日本の軍需産業は世界的水

準に接近する迄成長したのである．

近代産業の発展に欠くこしの出来ない電気い需要も亦著しく大平洋戦争中の最大年間消費電力量

はう15　億KWE　にも連したのである．新の如く日本の電力需要は過去55年間に産業の発展と共

に非常なる膨民をしたのである．然し大平洋戦争に依って日本の軍需工場の大半は破壌され，又都

市と云う都市は大半焼失したので電力の需葵は急激に低下し一時は戦時中の最高消費藍二15KWE

の約芽100億鞘比まで減少したのである．

敗戦によって一時希望を失った日本国民も次第に心の落着きを取戻すと共に住宅，工場の筏興に

努力した結栄日に増し世の中が明るさを増すと共に叫～5年にして日本の復興の適度は著しく早ま

り殊に最近の発展は世界の驚異の的となっている．

日本の復興と平行して否筏興以上の速度を以て増加しつゝあるのが電力需要である．終戦后一時

100億RWEに迄低下した電力需要も昨年▲う埠牛には725億KⅣ巴にも達し，昭和う5年度には，

850億五WEにも達するであろうと云ほれて屠る一

新の如く電力消費量の増加は日本産業の発展を意味し，又国民生活の向上を示すものと考えて良

いのである．之からも今迄より以上の比率を以て年々歳々電力需要は増加する傾向にあるので問題
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日本の電気料金と外国の電気料金とを比較して見ると日本が一番安いこともわかる・

日　　　本　　　　5．日H（1KWE当販売単価）

ア　メ　リ　カ　　　　　　　5．90

イ　ギ　リ　ス　　　　　　　　6．1叫

フ　ラ　ン　ス　　　　　　　7．82

幽　ド　イ　ツ　　　　　　　8．29

以上を見ても日本の電気料金は外国に比較しても■亦国内公溢事業値上り率よ。見ても安いと云う

ことが出来る．

日本の九電力会社の経理状態は余り良くたい直走資産の償却を完全にやっている会社は朗萬電力

一社位で他は充分なる償却なして居ないこと，経理上苦しい為建設資金の調達も困難を釆たして居

る状態である．此状態を改善する為には電力会社の利益を増し，償却を充分こし，又配当も12％

以上に引上げ増資を容易にすること，膨大なる借入金の利子負担にも耐へ，尚且つ借入金の返済も

可能にする外に道はないと思う．それには何と去っても電気料金の値上げをやる以外に方法はたい

ものと思う．

現在九電力会社は1－2社以外は大方電気料金の値上げを計画中でI九州電力の如きは既に通産

省へ申請中である．

池田内馴エ10ケ缶国民所得倍増計画を発表しl愈来生から実施に移さんとして屠る・日本産業

は10ケ年計画に従って年々9％以上の発展を続けるであろうが，それに平行して電力需要は増加

を続けるであろう，そして電気料金も亦物価の値上率（う10）に接近するかの如く上って行くで

あろうが国民所得が倍増するので左程の重荷にはたらないであろうと思うのである．

最后に原子力発電の事に少しふれて置くが，吾国の原子力発電は茨城県東海村にうO RWの試験

炉がう隼程前に据えられ，現在遵転中である．タ今年中にアメリカから輸入した10IOOOKWの大

形試験炉が完成する．そして昭和埠0卓二迄にはイギリスのコールダーホール型動力炉（120・000

KⅣ）が完成することになって嗜るが，うO KWも10，000瓦Wも厚子炉の程々の聞越例へは，

放射能障害対策，運転技術者養成の問埠，発電原価の問題，異の他幾多の技術上の問題を研究する

目的で建設中で，本格的商業用としての動力炉の建設は昭和門牛迄に500－800万好打の動力

炉を建設する長期計画を建てた摸棟である．現在の処日本だけでなくI世界各国も滋数個前程原子

炉の建設に積極的ではないのである・それは最近の重油を燃料とする火力発電所の電プご原価が比較

的安いので現在の原子力発電では重油発電に未だ大刀打ち出釆ないと云う処に原因がある様である

然し，原子力発電も進歩を続けているので将来は当然原子力発電の時代が来ることは疑う余地はな

いと信ずるものである．

其の他エネルギー源として地熱発電，ガス発電等があるがI之らほ比較小規模で将来としても大

した発展は期待出来ないので省略して話を終ります．御静聴を感謝致します

（池　内　方乎）
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く御礼を申上げます．

私は丁鼓不在した為に貴下に親しく御巨にかかる事が出来なかった事を

大変残念に思って屠ります．

然し弘は貴下か当市庁揖マックカーレ一助枚やI当地ロータリークラブ

の会員仇－方々に上って心からの御歓待を受けられた拳を知って非常に喜ん

で店ります．

弘はこの両市及び両陸の鮎に在る友情が牛と共に成反し続けてゆき一そ

して多分近い将来の又即日には貴下虻再ひ我が市を訪門される単を心から

希箪して已人ません．そしてその掛こほ今その途上にある市の発展が更に

一段と完成されている孝と思います．

梱寒に当り貸卜を通じ貴市皮，並びに責市民ル皆様に私の心からなる敬

息を祖膝声下さる様お敵い致します．

ノヲ占♂年9月22日

ニュープランズクイック市良

チェスター，W，パクルス

佐藤（貞）幹事より

（／）名古屋南RCバナ岬披露， 谷口若が過日園クラフ例会へ出席の際公換したものです．

（ヱ）チャーター伝達式案内　事ケ晦比C（

／／月JJ日l／／時J♂分よりl登録料2，ク♂♂

象R C．例会臼水曜 ノヱ陪J∂分より

（ゲ）例会隠．事務所等変更

静岡RC，夙会場を当分山勘静岡市紺屋町中島屋グリルに変更

石巻RC－　／′月7日の例会場を石巻市I東北バルブ石巻工場会議室に臨寺変更

寒河江RC　／／月J日の例会は祝祭日の為休会

東弄西北艮CI　事務所を東京都新宿区腐元町β　パシフィックコンサルタンツ株式会

社内に移転

（J）村上R Cエ りガバナー公式訪問報告書．宮古RCより会報到着

（占）当クラフ／♂月の 94　∫7％

座います．

出席報告　　別　項　　　谷口委員長

当クラブ創立以来の

／♂月の出席率は当クラブ創立以来鼓高言亡簸，JIJ摘　おめでとう■乍然地区ではJ♂位前後

Tl隻中位の所更に頑煉りましょう．

スマイル報告　五十嵐委員長　　別　項、

其　の　他

安藤君が先日I日刊工業新路社封修の新製品見本市（於東京農業会館）に出梅されてのおふやけ

小型テープレコーダーを範介す．MIMIC叫　7♂（英和繁扱工紫恵と魁）という超小型でべんと



畝鋸蛸摘藩㍗離町伺鞍里雛拍周一・㌢㍗乳1毎諸7、fJ相調椚即断を甘封′≠－ゴビホ筆頭磐

∠コネゲバ餌で●トへ79等、喀わ等ト1才も「1gごE／つ一錘∠」濁らd愈m瑚ホ鞄了今立牢丘r∠

‘9攣ユ招9弼九m管

も　疲て輿剖1し鼻つ咽て1∫ふ〉1鄭考b魂繍‘1し官立Y喫1りし／廿等取引マつ印可や1固瀕

‘9、1ゝ諜つ叫、へも勺も7万は力も甘藷〉T寿昭屡JH〉り1

1ふ耳つ」窺￥辛もち摘囁11研宕正解為亜連用卿（Ⅵ〉委・伯勺閻つ佃酎挿頭㌢1薄明・11つ相噂

￥も了筆筒●1しみ7毎時印判付せ帝も　T∈・へマ‘雉ク♂ク′薄岬恕滞日qrコY‘1苓耳等旦牌

●9uq写79、1lLもつ順咽ぐ∠蛙クク／11経つ頂筒呵専一1∫宝那埠7gク∫／qtヴg

クク／判封別項寓付着率も●コ渚1し1・〉ち守㌢翠、唖ユ斑11手摺〉頻軸軍や掴まmWつりTぐか叩

●予

等ユ現拍：ちぢ用等；リごり＿ロマ藷い′17掛は軍務‘aY皐肇肇葦も曳書く車ヽ′㌢五首即せま田村甲啓

一ゥLLfq■T L㌔；・上、1丁ノア17二、j．層

々観剖〉勺駄¢・沌寒河託僻村－？コしっlち7才工機軍攣巴埋勧与●・1み－fqW音量考塩瀬等匝1つ佃判

明鼻ヱ欄預付設怒lミ拍Y等Y；・lマ丁一望回ク／l〉倭つ嶋評‡，Y針ぺL摘録拍拍沌摘担闇恒封

事ク／那甘●苛←もつ爛第9Wq晋7、へ丁年1し写了、愕岩亭了鳩車細VTつ噛掛117F・埴遠・へ

「軍羊は享糟‘1番￥βつ順等丁場剖留11密謀隼つ相場箸一日ち〉了J Y顎丁爛ホ艶1GTつ47

●11．tq（尺取ゲ封さ子！コ竃つり7、へT

T！㍊ふ考量根つ嘲垂・へちり為墟卓二伯冒11し洛つ増澤三m明詔孝和1しもつ鴫∠r鍵郡●1し咋香華

熟年観潮口舌1仁君〉雇でヴ佃等91－ヰリ1鞄輿つ噌用を■1し守∋一喝歎ゲ禦ヰっ順1し岬も勺も了サ

堵巧拙考如ま1割葦［H避11阻引離絹堰滞堰軌郡里摘瀾且●11fq∫ヰつ鴨方r嘘熟字で箪相室

硬調等萄？ふかぜ利臓ホ鞘現ロY9暑つ咤湾仁摘偶一仁時鞄つ欄料欝ユし制圧r車マ庭トへマr感許

ロYマ宕1慣用謳梨移1二手●11印章貨車戦け〉倭‘・へ封早朝等つりカ菊WT堀ヰ告げ守り立県

●11岬執沌顎ホ謁

畠ぎ埴無法mW卓匝9vq計掛率謂卦へち勺事つ相場頒貴訝コ欄嘗・甘訂間断明媚摘約時層誰

●1￥1u句碑娃ユ1澱マ鞘前々てつ佃割睾T佃や、へもq事二日ヨ酎摘；頚

●1Wqq哨ユノ1㍍中指郡棉鵜桝紺が紬那甘扁㈲咽が捏再虹銅廟摘

’1諸｝マ与及瑠卦へ崇91m；射程幡貰苫〉憂三年朔耳等ウ

M軸＼へも1寮瑞相貴賓●1♭雫lY禦いつし′（β等我剋Yq、ぜM軸鞘智了77つ、、へマ　ホホ瑚TY

（首等）凄∵樹・＃≡

（舅壷）埋－の挙肇柑Y鱒習
メ∀ヨdS

畢呈　　　　泰

吉夢卜占寧′＼′m豊口空っ月号JrYrか％♂ク／索朝田旨ク／

て申立封昭‘G璧＼甘藷打〝一刀ついへ丁数市報雫

ふ削婁ミ乍ク†J／よ，qO斗〇〇　㌧∂quQld8S11sm預れⅤ・l£Tnf u唱てユ叫0Ⅵ　∈沌ほ

●ら澗7、へ苛日収盈耳利

子HJ璧任用哩Y碑ユ胃等　■甘　出ク飢ク‘∫／1・へし婦等常習棚　　板クク‘‘r／繋車●91拍・へ肘つ4

才も斗′㈲木如堰偲1椚凋摘磯■暴礎盤新一阜噂郡暴●ゥ璧1韻事つ鴫好　一寄畑等・へ屡￥：m聖；



の程度のやり方で成る可く実際釣合醜いこ処理し－∵行くように努力している上；である．世界で我

国が法律的に敏も巾の広い取扱いをしているようである・．

ノ人工姫娠中絶を減少させる為の方法は受胎鈎節である．此のことも原始時代から稜々工夫されて

来た．原理は井筒に簡単であるか実行かむづかしいことがその特徴である．現在鼓も合理的な方法

は荻野久作博士の研究に上って確定し糧婦人の受胎期を応用して，その期間中の定期禁慾法，更に

その期軋甲も避姫島具（コンドーム，ペッサリー）避妊薬を併用して禁慾しない方法と，基礎体温

の測定に上って排卵を確認し之を避娠応鏑する万法である．之等を一般に公的指導械帆も奨働して

いる．

此のような方法でも失敗が多く，所謂姫娠恐怖症，冷感者が意外に多いと云われ，そのような人

々を扱うには近時避姫リング（又はウイ．ング）という了宮内に紆註する器具（j～J年間嶺置する）

が用いられ，割合に上い成績（＝％）を挙げているが．現在の所実験使用の段階である．

鰯近時不姫手術（男子は蒲管．女子は卵管緯懲）を行う人が増加して来ている．之は掛んど／♂♂

％の確率で副作用はない．（世間でいろいろ云われているが無紋の評である）

以上が人工姓娠中絶，及び受胎調節の現状である．此等のことを優生学的人口の逆淘汰というよ

うなことも起らぬようJこ激怒的な形に持って行くには，性教育を基礎にして生活環境の整備等も考

えl根気よく除々に向上改善するように努力したけれほならないと思う．

煮与；

以上の上うな問勉は個人日射こその人生観わ的係などによっていろいろと考え方も違っているので

誠に微妙な点もありl帖々懐疑的になることもあるがI出来るだけその個人旛人の実状を聴いて，

相談相手になり共に考えながら診療に徒事し．俊生保護法指定医師としてむ責務を果したいと思っ

ている．

SMILEBOX

（ニコニコ）
′∂月出梅率か非常に良いことの為に小花会良●佐藤（貞）君，安藤君

河村君，大野君，五十嵐君

お誕生祝　大竹君，三浦君，鈴木君．　バッチ持帰り　大野君．遅刻と竃洞

庵の大漁で　斎藤君

会員の慶憂

今間若．　出漁仁一為　五十嵐君

スマイル報告にミスありて　五十嵐親睦委員長

お誕生祝　鈴木善作君（′1∫）三浦岩次郎君（′／，J）

醜輌軸枢　　　　　　　　　　　　軸撞藤

本　日　の献立

おゝいおの刺身－やな汁，菊花ひたし，采乳　ビール／本（小），御飯

（′／，′β）

拶
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11月定例理事会記録 安藤理事より報告

日　　　時　／／月gU　　　／／時Jβ分～／2時J♂分

場　　　所　　ひさごや

出　席　者　　小花　盛雄 早坂源四郎　　　三浦岩治郎

大野　武夫　　　安藤　足助

議　　　事

／会員拡大推進にちいて

／％♂牛／／月g H

前例会に於て会員拡大の為会員に新会員推薦カードの提出を勧臥、してあ。ますが．その

掟出極めて少く何とか／／月中に予定の職業分数を充填したく別示（口頭）要領により．強

力に推進することゝした．その要点次の如し

（〃　♂臼推薦カード取纏め【■一一一幹事受訝→職業分数委員会へ

い）／／白職業分数委員会よ。理事会－→理事会より会員選衡委員会へ

（J）′ダ臼会員達衡委員会より理事会へ一一ナ同日夜逸事会審議

（ダ）／J H例会に於て推薦者に通知

払本年度会員拡大重点職業分数表中「旅館料理」に「レストラン」及び新に「金融」に「貯

蓄銀行」を追加するi

J　学校植樹の実施についこ

帝木は遠州崖が上京し，良品を仕入れ日下輸送中で，∫尺位のもの／本市価∠β～70円

のもの∫∂円で購入出来ることになったので本臼例会筑小花会長，大野社会奉仕委員長，

安藤前幹事同道各中学校を廻りl贈呈式及び値樹要韻について打合せをし，細部を決定する

J　図書館にロータリー文節寄贈について

カこねて計画中のロータリー文庫贈呈について前項同様本臼例会後図書館を訪ね，細部打合

せ決定する．

ダ　酒田Ro　と合切全日薪脾余聞備について

／J月JU（土）／7・卯より湯之議亀やホテルに於て会費／人／I♂♂♂凡　臼帰を原則と

して両Ro会員合同親睦会を開催する．

尚，本臼の例会で会員の同意を得れば明日酒URoの例会に幹事出席し提案する．

∫　新入会員家族を例会招待について

本月中に決定の新入会員の家族を／2月‘臼の例会に招待し，ロータリーの理解と親睦を

計る・（畳食代とし，招待者／人JJク円を負担願う）

尚，新入会員家族と懇意の現会員家族は出来るだけ同伴すること．

‘　クリスマス家族会について

／2月‘臼迄に実行董員を設定し，計画及び準備活動を開始すること．

ア　ニュープランズクイックRoとの姉妹クラ プ推進について

小花会長よりNBwRo会長及び関係者に手紙を送り，その後のNRwRoの意向打診をする

又，国際奉仕査貞会より会員名簿（英文）及び会報郵趣会の切手，パンフレット等を贈るこ

と．
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毎月／〟 呈はつづけ 出欠照会不妾とした人に無届欠席が割合に多い．酒田

へのメークアップを額力に行う方洩．例会を両者話し合って，その間をもう少し粥かすことは出来な

いか．　例会場に出緒者掲示など協議す．今庄のクラブフォーラムの結果，失格笹頻した会員を皆ん

なで努力して救い得て嬉しふった．

散薬分疑委員会（手塚君）　会員選衡委員会
委員会としては，市内の職業分類に対しての多くの人をあまりよく知らないので，このような機会

に会員全体で気のついたことを委員会に連絡，検討して頂き度い．新会員候補者名簿配布して検討す．

会報委員会　（三井着）

大体活動計画書によって仕事をしてきた．今後成る可く会員の多くの人に何か機会ある毎に書いて

頂き度い．（級業のこと，旅行言己，他クラブ訪問記など）会報委員の為に，会員のスピークをなさる

かま，その宴旨を会報′云（′，′〝字内外）にまとめて，原稿を頂ければ有難い．プログラム委員か

らその点スピーク担当者に連絡して頂き度い．　会報発送に就いて佐蘭開署より報告

親睦委員会　‾イ＿革圭輿革．！

親睦委員会の中で，受付，スマイル，ゲス†の応符等分担してやればもつとスムースに例会が道営

されると思われるが，なかなか委員の方々が多忙の方が多く，会員拡大された後は出来るだけ分担し

て′人の仕事を少なくする様にしたい．受付は事務員が釆たら例会毎に会場人口でやっていただくこ

とにする．

◎　前の活動計画書にもあった会員の慶弔規定は．親クラブに問合せ中で早々に作る予定．

◎　スマイルボックスなかなか入りにくい場合があるから．毎月の理事会で．会長，幹事，会計，

理事が立合いのもとに網けたい．

◎　親睦委員，幹事，会壕監督のタヌキを作りたい，

◎　会員の写真入り名簿を作って行きたい．

プロ　グラム （鈴本草．1

活動計画に基いて順鈎に行なわれ，殊に半間の活動計画も立ててありその様に進入たい．

◎会員のスピークの場合．会報委員に協力する意味で会報′頁位になる程度の抄録を事前に用意して

会報委員の方へ提出したら如何．

ロークリ」情報委員会　（佐藤（仁）君）き　（佐藤（仁）君）

前に一皮話勉に上った朝食会，来年∫，J月頃は是非実行したい．

弘報委員会　（五十嵐君）
一般情報委員会がこの様に改正さrした．

◎　以後クリスマス，酒田との合同会等々来年の‘月までにかなりの会合があるが，その機会を活用

して活動する．

根菜奉仕委員会　（早坂君）

◎　会員のスピークの内に職業奉仕についての話を多く希望したい．

◎　職業奉仕の一つをテーマ，例えは雇主と従業員筒の諸問題等∵つのテーマを決めてディスカッシ

ョンを始めたい．

◎　これから就職の時期に入るが，就職の世話を出来るだけやる．

社会奉仕委員会　（荘司君）

◎　東京大会のクラブフォーラムで問魅になった幸だが，善行者の農彰という挙について．ロータリ

ーとしては虎彰という言葉ではなく，その善行者に感謝するという息で感謝の言葉を使う様にした

い．
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Yつ嶋　●・へ謡卓班ユ1笹神一脈寵ウ・へ9、へ勺、騨尊影出ユ1据つ噂鰍謝立付等￥恥膵揺啓蒙艶謝

ユ叫讃封￥肇首等

達浮出一連慮￥‘連射≡‘珪単層一法宵＋写‘連用劉割‘達卿等‘達日揮‘達教卓‘遠視、r′

●、へぎ⊥署肘偲立国つ4艶等

は回媚　●11羊Gもコ垂9阜閉嘲再出ク♂∫Y／官尊叩牽‘aJ〆￥1罫W宝製革つj垂9上告郁卑官

夢コぎ）勝算革1等澤考等斗：一正冒等等1羊W宕割印曙つ噂￥：軍功早華刃同日‘r‘gr首i9軍　師

’・へ卓上用由）車瀕邑首とモカ

任等1宕顆顆　‘‘沌11妄1要領工は慮皆等印封印蠍白転　で1㌢甘封つき逐￥立付等み憧静コ兇非

●昔1革￥1W宝刃梁‘封野付コⅥ録苛‘塁1羊Vq引立を打つⅥ髄叩等1暮ら等旬撃ユ叫t寧（r）

出クの‘r　等植噂貰

ペ「一半娼繁等工興】廿葦顎・¢灯朝／皆士㈲臼r首r′　　○廿日澤　・録裟礫一夕Jふよ

章♯憎間＼レ

レ）

、悶¢梁1〉蜘昂誓克相国等を一心√写封酎つ櫓等コ染ま〝「ナ野付－‘ゝ′写￥1Wq粟qt摘瑠　◎

・、110梁考圃警部－“　“メイ妄∠－で亡より〇Ja岬§　◎

・、Ⅲ1考筆話印梨鼻‘去胎J一年でふで丘β‘っ嶋・沌勺も羊冊力も・「左様ケ軍　◎

●コ￥開持てつし里てら∠≦右

転沌嘩異岸里繍91巧It沌勺7時ユ1第つり≦‘鞘‘卓場－☆邸や昏rミ贈号岬1丁場￥等

寄留孝平車親展
・t＝斉勺なし舅慧白等p崇を専管上楔撃つ宣田寺■沌㌢・ユ割箸考洋裁QY劉⊥｝1考凄

冒a葛日　等隼コ姐も堀沌（掛酎7g削′正対泰阜■ミ草9鋼等打勝撃蒙舅費つ相即矧旨　◎
●笥1コカ轟管上都島考誰豊G

パ粧摘癌性Tむ酎祁銅打蛸苛1考・へ早1璧マ碑ポ葦図㌧、へしつ蛸0早場劉￥一事暮囲芋虫　◎

・今上里謡ユuY刹那摘撒感材中洞摘仁甘串パ門憎

稲つ蝉軸・智塵・話耳・帯封奏せ詔等・1W〉aYつ書つ嶋が年マ中三日蓮‘ミ草諸静出の塵劉　◎



草子／牛（昭和占牛）之が法制化され，′ダ隼振りでアーク，クランプの発言が漸く日の目を見た

ことになった．当時の基金は∫，7、行動

′デ7年（昭和′2年）以上の成果に勢を得たR，工，理事会は基金J♂♂万弗募集の運動を起こした

のであります．

たまたま第二次世審大戦が起り，しばらく足踏状態となった．

′アり年（膳和之㍗払）即ち終戦後2年巨の／月R，工年次理事会2日巨にロータリーの創始者ア山

甘，鮎rriS博士が逝去されました．その報伝わるや，世界中のR，Cから　ポール，ハリスの名誉

を記念するため我々は何を為すべきか抄と云う声か湧き起りI当時のRI玉会民RichandC，鮎dke

詮とロータリー財団委員長鮎rTy H，RogeTS勘エポール，ノ、リス博士の　ロータリーの精神を世

界に理解せしめる、－という最筏（二）希望を叶える為にロータリー財団に寄附するように世界中のR

Cに呼掛けたのであります．

又ロータリー財田にロータリー奨学制度とロータリー財団調査団という2つの重要な事業が設

けられ．それに終戦に上って派生的に難民救済の事業が設けられました．

／P∫‘隼（昭和J／年）ロータリー財団の奨学制度，調査団，難民救済の三つに分けられていた事案

の目的をIt奨学剣賃の完成を含み列国と民間の理解と友宜関係を深め，世界平和を促進するため

∴鴫確な効果的な計画を助成するにある姑と一元化して再表現し今日に至って居ります．

ロータリー財団の活動

ロータリー財団の活動としてほ既に着手され，現に実行されている計酎ま．レ）実額制度

（J）韻査団　　（J）困窮家族救済　　の三つです．奨学制度については後で詳しく述べること

にして先ず

P一夕リー財団調査団

甲の因の充分な資格のある専門家を財団の費用で乙の国に派遣し，甲の国ではまだ知ら

れていない，或は適用されていない乙の国の医学，社会学，科学，教育の分野での進歩し

た現状，扱締面等を研究，調査，勉学をさせる制度であります．

財団はその費用によって特派専門家が／ケ車間これ等の分野での特別な研究調査，勉学′

が心おきなく出来る棟用意し，しっかりした見聞を得て帰国し，それによって故国のそれ　▼）

らの分野の基本的な進歩に貢献できるようにするのであります．

奨学制酸は学生を送るので調査執事専門家を送るのです．いままでに∫∂人の特派専門

一　家が派遣されております．

ロータリー財団困窮家族の救済

鉄のカーテンの彼方へ取残された前ロータリアンやその家政，戦災を受けた折ロータリ

アンやその家庭，母子家庭等の救済に今日まで財団から送られた食料品や衣規は′J，♂♂ク

佃以上に達して居ります・又戦争の韓巣離れはなれになった家族の再会，捕虜への援助，

難民の定住，前ロータリアンの再起等財団の基金が多額に出されて居ります．

ロークリ′－財団奨学制度

′タダ7年（昭和JJ年）に発足したもので，国際間の理解と友情を深め，世界平和を促進

する道は・先ず国際間のお互いの理解から始まるのか順序であって，この理倍達成の一助

として財団が人種I宗教を超越し，すべての国民のうちの若人を他国に派遣し，そこで勉

学し，旅行し多くの国民と接し，その生活や思想を理解する叔会を与えると云う制度です．

具体的に申せほ世界各国の専門学校，大学卒業生のうち厳密な資格審査に合格したもの

へ，ノ草間他国の大学に学ぶ費用を給与することで，一面この奨学生は国際親善使節の便

十
一



そらT沼（出♂クがクの‘∫／∠‘／）噸ククが〝∫‘∫弱輩了崎守㌍′げ宕親鳥つJWつ誰何常連園用

嘲韓〔田梢－n g一一d
●ふ羊・へ澤7、へも判正雪ヨせせ11￥は川HHr嶺刀

刃車立山呵0Ⅵ9ユでnO五亘トく∠∴丘夕一口骨‘G等ミ¢藷冴今上（警つ咽の／やつ梢♂／盈夢∫〝

招致僚q潤’上昇G等立の、へ瀬1軒昂霜害Ta軍車の塾覆り謁車瑚回付一行〆一口羊MW刃

も岬撃考Vつl長江ミ撃てつ9岬単年aq〉・へつ順手了用牽瑚困りべ∠Gf一口骨｝1そ

●ふ昇G

雫am9、へ1♭辰つ用車瑚頭〉1尭‘ふ勺α叩くヴコマ昇79、へ｝1碑畢マY匡輔弼可77

1日号／∴∠rT〆一口等‘qt年上羊q琴丘四号、11才忌軍制ユ連用′∠　ダーロケ鞍押隠搾付

与‘1－雫立付9、へ｝1溜ま〉専純量羽車親頭一石タ一正打田庸一丘タ一口〉閏のTT許

田庸一n才一d：割垂凋国何人∠　威一山
’ふ昇、へユしみつ咽事9ふ諺婁つ43‘竹等考諸事‘1耳

を里1・咽考等冒書簡董苛秦凝固〝工‘Ⅵマ曽墓園機工4工‘甘‘1軍報つり好球工‘Ⅶ考蒙鯉謝T

m常滑‘新報卑官登城寄付穿ダニ咽閣1爾事管も胃苦しP茅／二月M叢勺咋召簡骨‘力¢つd

彰団∫r／考讃軍事‘立田耳管☆録官汀／コ宙／qt撃つ‘Ⅶ印尊だ／☆熟妻複1tゲ1・ふ乱撃

符丁ウマ二㌢明宝岬勧コ蛍預‘沌上昇　暑｝しみて骨材昏∫r′包卑官コマ付設寵ヱ将秦泰

●阜茅、首7㌢璧沌

相等憂さノし劉11掛頼那射補作沌摘欄磯－G〆一口m口的つ噂ママ習素付銅mつ　立

付9、へ1は平日1してつdY豊α在り　く沌1才キ11キ’皐茅G雫｝1課朝〉割拝み鳩葦‘丁粗

製寄付射耳慧鮒識　軍功国骨憩瓢等　親考因習￥つは貫‘Ⅶ宕髄葛マ∫∠ク‘／堤‘rヲ春水

／ヲ秦等敬　一r／泰盛‘∠′す〆石■一んか‘ダヲ／秦甘酢那齢那固‘／／割鞘肇笥

／ア音調‘汀望楼‘以朝潮‘∫　鼻礁　J　春雄鶉‘∠∫秦射‘rr隻を重患割‘〝

葉音丁場与等金印蕪聯01年コ困4rカヱ喘ぎ瀾‘畢JオPT喋宥相打苛秦佃島Z｝1キ

ーふ貫　汗1⊂ンTつd肇も

￥撃トへマ（出のア‘占r方‘∠カり智ア∫，‘r′∠‘r謡凛輩‘茅∫∠〆′冒Y重要qO丁零粗放Gもマ

田のβ‘♂∫∠‘∫′′）噸クの‘∫汀兢義朝‘諺汀′笥妾丁場功朗色潤曳dr～g∫占／▲ミα相等し

等1（排の‘ヲ√占‘∫′）噂∠／才‘打磯鼻翼‘聾g′笥索引咽辰雷義一鶉g方～包乙舶／了噛堪

●阜羊明宝帯受つ轟瀞117割曹頭金マつ9、11安登つ咤国母キーら物

Y受諾間射落考仔恵梨￥W．〉ふ諜壊乱等落髪番つ∂￥摩り′‘7日磯Y9ト別号廿等素養年帽

■上昇G雫1仁・左7着冴沌7つ号、1

11要領つ相国の音等つ留守も智東キ秦鞘二濾日日国の洩ヰ／宜1番キ事暮Cか丁）升甘寄秦

‘阜羊　等沌胃壁91年写盈媚劉姜韻親頭つつ

キ‘ユ・へ1Gもコマ二号号室｝、へしつ櫓l車用翻付を寄留‘コケ笈（カ国冒つ噌mそつ咽園‘′げ匂

マ与早耳調印￥腐つ棺も秘詳ココも寵筒‘宴禰‘っ蟻‘軍函相国打者封筒秦岬等α恨キ

●上昇　鐸ユ⊂｛もつ4協管

も封封存念箪aq封∠≦β葦肘養子りⅥ相国m音等革‘雫沌簸警告も地位孝義娼繁盛粟

肇潔さ〇‘Ⅶ相国㌢ふ筆耕G観9卓立車醜謝秦移‘蛸も羊Vq首相Y豊mM打て哺泰謹

’・へもW勺マきて書留薫等うつJYの軍国9、1ユWq邸

つ1耕一79、へ　⊂ン隼考崩弓を袈軍よ一女凸宰≠レ9ふ軍つ農奴弓を撃等

一石才一AY‘ふユ事等ぐか国骨普請ウ琴打つ‘Ⅵ了う用いへマ国号歯科

’ふ昇　雫ユ⊂ンもつ働耶ふ背等考等



のことごとくは世界各国のR，C及びロータリアン各個人からの寄附です．

寄附の方法には次の様なものがあります．

レ）ロ岬タリアン全部が牛観′人／弗の寄附

（J）クラブに入会

（j）誕生日

′人′♂弗の寄附

ロータリー基金を設け各メン

（ゲ）生命保険の受取人をロータリー財位の名融に指定する

（∫）　会員白身の

（∠）その他遺産の寄贈，友人その他〝Jタヒ亡

扱者な寄附に対する嚢彰には次の様なものがあります．

個人に対する衷彰

レ）ポール・ハリス会員　　　′時に′■〟ク弗又は車間′，♂♂♂典以上の寄附

者

（2）ロータリー財団名誉会員

rJ）メモリアル，コyt．ピューター

／暗に∫♂ク免又は半間J〟弗寄附者

亡くなった友人そむ他を記念し′

て′年を期して′♂♂弗以上∫〝弗まで寄附した人

（ダ）維持会員（援助寄附者）

トカードの様式で旗彰

クラブに対する表彰

レ）／〝％ロータリークラブ

′生を期して／〟井守附した人にポケツ

年間各会員か基礎として′♂弗の寄附を

完了し，‘月のガバナー報告に上って知らされた時必〃タ‘クラブ‥悌憫ク

ラブといろいろあります．

（J）ロータリー財団支持者 新人会員が′人′♂動，各メンバーが年間

敢低額′動の寄附をしているクラブ

rJ）／♂♂タ古ロータリー財団地区 ′地区の各クラブが／∂ク％の寄附（／

人で′年間′針弗の寄附）が∠月のガバナー報告に基礎づけられた時

ユニタリー財団週間
こうしてロータリー財団は極力全ロータリアン全R，Cの槙師的な支持を期待しているのであ

りまして各R・Cも之に応え・／′月′∫日を含む′週間を〝ロータリー財田週勘としてクラブ

のプログラムに組入れpRを積極的支持を囲っておるわけです．

ま　と　め

今日世界平和の促進ということは全世界人頬にとって最大の誅勉であります．我々の奉仕の

姓想であるこの紬に対してロ′一夕リー財団か巧妙な仕組で着々効果が挙げられてお。，我々

の奉仕に上って財団の基金か／弗壇加すれはそれだけ世界平和に上り近づくのだという自信を

与えられることは釦こ力強く張り合いのあることで，我々ロータリアンは陸力財団基金の拡大

を図り国際奉仕山巨的達成に努めなけ爪はならないと思います．

幸い我がR・Cでは明細奨学生の推薦を予定して居。ます・更に以上の巨的達成の為に且つ

ロー∵タリー財団週間を息義あらしめる為に各会員′∂♂円の拠金をし，〟外相纏めロータリー

財団基金として寄附し・奉仕の実を挙げることを掟案してロータリー財田についてのスピーク

を終ることに致します．
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（∠0∠「ⅠⅡエ）　　　＼

さこ　要　点　　　軌等賂

日動￥　　　白　等協

（E961・gg11貰エ）

M迎撃等工単組智

通日≡望．幽智皆錐叩
壁紫雲

上皇〃・一石多一口凶鞍
■■…■＝■▲tり■】1……………一日■▲■日■■一山…■…←■■日1…………■uHH■■11日1－－日■■■…■■…■■W■■■…■←…HM■■■…ut■■t■■■■■■…■川●∩■■日日一．■■■■■…←…叫■■H■■Ht■■■…■▲■■■■■■■■HtM■

君等も守‘ミ勘姥梨ひ憲￥もキ：某｝1キt嗜∽守の蛸等骨〉11空し官1家事コケ等

コ瑚な1紺空ろケ誰コ旨，α鶉もミ順調常設、巨　一首岩国等∠占β一存〆一点鋸窃

・ふ革G乳む蝮管阜マ沼貴等韓m切封マつ昔封；葦芳郎

qt甲等屠妻帯牽謝固つJ；T9ン野卑雄視つ岬詔の∠妄占一打β一口的努沌硝酸曙‘車

臼‘ユ1浮Mを∠≦β一存〆一口m∠バン4gバ占∠－でご嗣－♂岬ふ公一で二

・￥1茅Gも7娼9

WqWYヰ碩コ細買髄1⊂′Tつ帽等αキ諺ヱ川音娼マン鮮卑雄視も；ア相場詔岬等

の∠≦β何年等も等一Tl（苔寺捷可∠≦〃臣I‘票）軍人／ン∴㌻ロ‘YI G絹削酔塾鼻

礎最警官等a官尊∠≦古－‘才一dm折等邪乳価引協0ケ掛旬日〝白♂′璃ク9g／
‘7人∠正彦一口号も甚鰭

′占β一存タ一点馳矩

㌢上杉掛’1買昏首を髄等マ塁まけG T￥等〇甘

珪単著　－ぷこ丘

βよシd〆バ≦∠－1ごてご

亘‾‥ぎ’善一等詣寸‾　嚢華の官尊詣

薫育0轟毒　ガ　イ　r、　　　（軍学）誉苛む中　　等　　　挺
－ � � �軍 剥1 くカl 

ロア′首′′　謂コF革帯　　達圃車等 �委 ∠ �％方′　ヱ‘　　療制田富梨 
聾方∫　　　　項廻田苫劾 

目ヲ′首′′　〇甘毘塾　遠慮￥‘逮担丑 �古 l r �％∠∫才g　■　轟封印回駆 �馴 

号∠T阿産材鞘暮蓮Ilr受習‘話題￥ 　豊新愚‘達卸も‘蓬御釜‘珪佃野事 l �蒙 制 �％ククやβ　　車　封　印 �ほ茎 臼 ．．，．疫 
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と我々の会員の間にいつまでも切れることのない友情の鎖りとなって参りますよう

に祈るものであります．

かかる善意の人々や立派な巨的をもつ会のために，束に大洋を乗り越え，国民性

や宗教的信粂をも克服して同志的交わりを共にし，掛こ一つの世界的交わりを共有

しそして′人の人が仲間に対してもつ所のあの友情をお互いにわかち合おうとする

二つの市のために，かかる機会を提供して下さったことの故に，我々はあなた方に

寅講と感謝とを惜しまないものであります．

どうか全世界を通じての国際的理解と善意と平和のために常に確固と立ち，そし

て活動することがあなた連のクラブと我々のクラブのものとなりますように嶺うも

のであります．

この巨的のために 疇涌ロータリ 我々は乾杯を捧げます

あなた達が我々をよりよく理解するように毎月我々の会報を送ります．

当クラブ会員であるルイスミグリオリ二者（元当地区ガバナー）とジ≡仁一ジカラ

コーン君及びその方々の夫人達は東京でのロータリー国際大会に出席するようにな

っています．出来得る限り鶴層に於て親しく貴クラブ会員諸兄とお臼にかかる為に

滞在するように彼等は計画を立てています．　　　　　　　　　　　　　　敬　具
‾二／タ∠β年・′／月♂日

国際奉仕委員長　ジヨゼフ　クラー

情況を紹介者上り報告する

社会奉仕委員会亮虻

旧市内J中学校への植樹と市図書館へのロータリー文庫寄贈の件は近々に実行のこと．

国際奉仕委員会（三滴君）よお

郵便切手／♂枚を選び鼠に会員阿部公一君より寄贈を受けた血の立派な本『これが日本』を姉妹都

市ここユ岬プランズクイック市R Cに発送する．

藤（貞）幹事より

吊　ガバナー月信第∠信が動感致しましたので徽

が載って居ります．，月の出席率はタJ，∫7％で前月のJJ

色々有益且っ興味深い記事

しました　卸同慶に

存じます．

昆l　他クラブよりの通信

用　例会休会通知　／／月JJ臼の例会は休会岬布施IIC　角館RC　酒田比C

回　塩釜RC　／／月J∫日の例会を／／月jJ日に棟上げ．

再　宮古RC／／月ヱ∫日の例会時間を午後占持一才時．場所を1／ヌ∴トラン堀田に臨時変更

国　会報到着　東京．都山．函結束，花巻，青森東，汝勘山形凸，酒田各RC

用　的革∫月末開催されます国際ロータリー束 ／2月から開始されます

京入会時には景教楓係の白際大会もあり大変混雑を予想されるそうでかねて交通公社より出略者の

輸送，宿泊に閲して度々始会が参って屠ります．ついては比の様な国際大会は当分の閲日本では開

催されませんグ）で，この際出来るだけ多数御家族凪伴にて瑚出膵なさいますよう繭奨め致します．

射出賭郵決定の上はなるべく早く幹事まで蘭中人飽います．（交通公社への申込は／／月末日

までとなって属ります）
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証券坂引所
多数の人が集って多数の株式の需給を統合することによって，適正な株価が得られるために，昭

和2㌢．ヱ　単車二束京

取引所は，証券会社が会員となって組織するものでIこの会員がその帯揚に於て売買するもので

会員以外の証券業者は底援この市場で売買することは出来ません・

売買について

出和ガ牛∫月適合車司令部から売買牡カの三原則として次のことが示されて現在もこれに従っ

て居ります．

／　先物取引を行わないこと！

椒引については

ほ．すべてその行われた順位に従い

椒引を行なう与【と・

当該椒札所整華†∴て

されること．

附　く掛？金卿エ　j岬のもの轟助．ぶ円のもの星製薬，牲円やものテ7日レ，∫♂閂のもの

が大多数，7絹のもの菜天地，東海観光，／♂♂円のもの日通・大和紡・旭化成‥呼用のも

の／9∫／隼（渥川口2占革）以降新たに設立されるものは∬♂円以上　電力会社などがある・

売買取引二の斉法

／普通準引－＿ダ日日決済　J　当

RK二菓資　　　ダ 臼決済蚊引－　増資払込の

J　特番．草鞋

めて決済の四つありますが，普通取引の内，現物取引と信用奴引の二種免があります・

戦餌は清算取引といって，僅かの証拠金で差金決済を白的とした，所謂先物取引が盛んに行われ

た．白丸の実力の何十倍に相当する売貨が行われたので一夜にして大成金にもなり，或は素裸にな

ってもなお足りない状態が起きたのですが，現在はこの先物取引は厳禁され，飽迄大衆の投資を目

的とした現物の取引を主体とした・ものに変った．唯，信用淑引は投機的性格を持っては居りますが

現在は東員金額に対して，底ち－ご‘割位の現金を保証金′として差入れて行うもので，証券菓者間で

ほ現物取引と同じでダ白日受渡をし，顧客に対しては，この保証金を預って信用を供与するもので

牽金決済は致しますが，清算取引とは全然興って居りますし，又甚しい危険はありません・

証　券　会　社

証券蚊引法によっ七設立された株式会社で全国で劇〃位あります．地方の業者等は顧客の注文に

従い取引所の市場に上場され七いる株式はすべて会員業者を通じ，その甫嶺で売賞を委託しその委

託手数料の収入を主たる巨的として運営されているものであります．

SMILBOX

（ニコニ司

て皐話をなさった為．五十嵐君遅刻

ロータリー財団適剛こ捺して全員．会報委員会より．会報発送用わ封筒を新しく作ったので→

融凶会報だけその封筒に入れて配布す．

会壕は衆議院の選挙が終って何となく落着いた感じ．表勉は相撲，柏戸のことなど．

u⊥乱こし山こしい上しu山mLluL止しl⊥止し止⊥ul乱ILlLILLLLL二心LLLIlLulluLlLLL止■、LLIl■luLL忙し

本臼の醸立

とんかつ　　えび．鯛刺身　　菜漬　　かに∴kそ汁　　　御飯
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J　冨際ロータリー加盟泉誌，札幌酉RG例会臼は火曜日．′j時Jβ分より

J　会　報　到　着　　　山形RG　より

ダ　明年∫月末開催されます国際大会のプログラム概要がロータリーの友／／月号に「国際ロー

タリー大会プレヴュー」として差込射こなって居れます．当クラブよ。参加予定の会鼻は日下

のところJj名．家族“名．合計・柑名となって居。ます．まだ御申込ならない方，又は家族

数御追加の方は何卒至急幹事へ都連給餌願い致します．

社会奉仕委員会　　大野君よカ

市図書館へ書架の寄贈に就いてほJ～J日中に図書館より連絡ある予定

J中学校への植樹の件は種々の理由で来春に持越すかどうか次例会までに検討する．

出　席　報　告　　谷口君　　別項

親　睦委員　会　　五十嵐君よカ

今後遅刻．欠席によるスマイルは特別に報告しないことにする．

雑誌委員　会　　小池君よカ

「ロータリーの友」♂月号の秋田クラブの分が郵送途中紛失した為，同誌読了の方和寄贈頂き

度い・金井（勝）君他J～J名より寄贈を的す．

会報委員会よカ

前回会報には姉妹都市ニュープラインズクイック市RGよ。の手紙をのせてあ。ますが．埠の

手紙と同封されて来た同RG会報より興味ある部分を次に紹介します．

会報　′♂月／7日より抜すい

先乱来賓の講師はロータリアンであるチャーリス．フィリップス氏，風呂の起

源について話す・我々が現代的風呂を持っようになったことは如何に幸福であるか

風呂は珍らしいものであり．年に／，J　回しか入浴出来なかったのは．そんなに昔

のことではなかった・彼の講演に興味あり．時にユーモラスでもあった．

女房覚え喋　忠実は時に不安ともなる．主人の帰宅がいつもおそい女房の場合が

それです・今晩も主人がまだ帰らないので彼女は主人の友達五人に電報を打った．

「主人帰宅せず・そちらにお邪魔しておるや．へン待つ」

不幸にもジャックは電報が打たれた直後に帰宅．続いて入った五本の電報はいづ

九も「御主人只今こちらにいます」

会報／∂月Jダ臼より抜すい

先週，労働権利委員会の会長ハリソン民の講演．氏は労働組合は元来労働者の権

利を守るために組織されて・それを実行したが■今日の労働者はあまりにも指導者

に多くの統制力を与えてしまった・と述べ．その結果組合に加入しないで働く者を

阻止する指導者があらわれ．実際ハリソン氏は組合の指導者と同じ考えを持たなか

ったため・鉄道職員組合から追い出されてしまったと述べた．氏がJクの州で通過

させようと〔ている〝働く権利の法律”は若し労働者自身が組合に加入することを

欲したい場合にそれを強制することは違法であると云う趣旨のものであります．

㊧
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上皇〃●一石　多一口凶韓

壁寮費
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産短剣肇巨事
（蓬受￥－ノーり

ユ叫をこ重罰圭斤　く　／、

一〉タ膵一夕13月‘l YJエ相愛

仔　丁　寧　等ヨ上＼r′

○官邸叩　濃緑皐旧母替

○甘持越　農￥首班埋

産早宮＃望　　護昭閻割翠掌

（常習）尊　等　恕＼r′

辱r　早％ク方　謬ど　早％ク，　穿∫　早％ク才　　夢∫r

畢草の甘寄港

一　夕　ごてコ

1　Y　身
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農（コ）常習

凄　音　型　日　華
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斎　藤　得四郎智　　印刷出版　写真印刷

伊　藤　博　司君　　鉄鉱業　鉄工業

石　井　兵　書君　　事務用品　　事務用品販売

佐　藤　伊和治君　　木材工業　木材販売

福　島　芳・雄君　　金　融　貯蓄銀行

クジスマスバーデーの実行委貝を次の方々にお顔いする．金井（凶）君．五十嵐机鈴木君，佐

藤（仁）君．飯自若．鷲田君

出席報告　　佐藤（仁）君　　別項

小花会長　よ　か

河村君／年間出席／♂♂％となるおめでとう．

／′月／〝タ％人，J∫名に例によって記念のノ、yカチ贈呈

佐藤（寅）君よか

（ボーイズカワト山形県連盟鶴岡市連合育成会長）

青少年補導としてのボーイスカウト後援に威いてお頗いし良い．原則としては自立感官であるが

なかなか縫資がかさんで大変である．政府．市から援助を頂いている．

本年掛工羽巣山で泉北，関東のスカク†′♂の～Jク〝名集って訓練会をやる計割であ。．活磯な

運営を行い変い．

現在，父兄．賛助会員から協力して頂いている．

ロータリー会貞諸君にはどうぞ賛助会員

より1m ROtaryという

幹事報告　佐藤（貞）幹事よか

／　例会臼変更　東京銀座RG

J　例会休会　東京西北RG

（年会費∴♂ク円）として援助して頂き度し

しくお願いし皮い）

′J　月J／臼の例会を／J　月29日

明年／月．2日の例会は休会
．つて・し・‾、■1

J　会報到潜　中横棒RG（北海道）

川崎RGより「ロータリーあれこか」が届きました．

（小花会長

ダ　全包ロータリークラブ会員名簿並びに職業分級別会員表が到着致しました．′冊ぷ川です．

祖入用の方は宅急衡申込下さい．

∫　国際大会に参加予定の方は会貞JJ名，家族／7名，合計ゲ♂名にな。ました．

国際奉仕委員会　　三浦君よか

クリスマスカード・海外JJ RGに発送する費用　レ通7∫円で約ダ，♂〟円）「之が日本」い

くニュープラ：／クイック市RGへ）郵送料l7（フク円）の承認を得度い．

先日仙台RGを訪問した時のみやげ話

洋行して帰った方がビールを卸馳走した．t拍手．笑声）事業場の拡軌表彰などのスマイルが

多くて熱心した・先月よ。行われに北部J県フォーラムは参加者／7♂名にも達し，あまりタ過ぎて

運営が大変だったので今後はJ県づっ掃森．岩手，，宮城，福島”秋勘山形）にしてj月頃でも

行い良いとの論であった．
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福　島　芳　雄　君　　　　弼会報にて紹介）

佐　藤　伊和治　君　　　り司　　上）

此度の会員拡大により新会員フ名を迎え得て．ダJ名の多数になり，本県では山形親クラブに次

いで大きいクラブになった・クラブの発展誠におめでたい．　　バッヂ．バナー授与

幹事報告　　佐藤（貞）幹等

／　バナー披蕗

的　水戸西瓜Gバナー，谷口君が先日聞クラフ例会に出席の際交換したものです．

拘　束京品川RGバナー．広重の東海道五一1三次「品川宿」を配してあります．安藤君が交換し

7こものです．

J　例会口，例会時間等変更通知

山形IiG　／2月J／口の例会はクリスマスパーーテーを兼ねて午後ダ時J♂分より大沼デパー

ト‘階ホールに於て開催

上山liG、／j月′∠　ロの例会は家族会開催の為午後卯寺上りに鴎時変更

天童RG　′2月Jダ日の例会はクリスマスバーターの為午後∫時からに臨時変乱　尚／J月

J／日の例会は／2月ブタ　臼に変更

寒河江RG　ノ上月J2日の例会はクリスマスパーデーの為，午後∫時J♂分からに臨時変災

山形西RG　明年／月2日の例会は休会

軌　其の他宮古．石巻．姐臥　名音崖軋東京品川．八戸，秋吼　秋出札　塩釜各ltG上り例

会ロ，例会時軋例会場等の変更通知が来て居ります．今後年末．年始にかけて他クラブ訪問予

定の方は一応この点御確めの上御出掛け下さい．

J　会報到着 盛岡，宮古， 新津，新庄各RG

ダ　酒田RGの／2月J／日の例会は／2月JJ 日に扱延べ同日午後∠時よ

に於て開催，引き続きクリスマス家族会が行ほれます．

り酒田商工会議所二階

出席報告　谷口軍　別項

スマイル報告　五十嵐君　別項

クリスマス家族会実行委員会，金井（国）委員長よりユーモラスな説弘毅筑別紙プリン㍉

（プログラム，予算書）配布．さぞかし愉快な催しとなるであろうと期待される．

御家族も多数御出席下さるよう，家族出席申込苗配布し，Jク日の例会に会費と共に投出され度

し．と・

小花会長より・実行委員会の方々が非常に熱心に数回の会合をなされて此の成案を得たもので．

御苦労に対し感謝する・殊に新会員の方々は御家族成る可く多数御出席下さる、ようお願いし度い．

安藤君　よ　り　提案　‾

新会員を迎えて一　次の例会より会場の着庵を臼田にして成る可く多くの会見と麻を共にするよう

にしたら如何．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ノ′

S．A．A　飯自＿私　大い牢賛成である．

谷口君．水戸西RC訪問のお話

新しいクラブであり，鶴岡方面に来られた人が割合に多くて親しみ易い感じだった．水戸借用金

転ノ
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うちのR Oよりほ】海外ふクfIClこ発送した．

●　歳末助け合い運動として，理事会，社会奉仕委員会で協適の結果，金額にしてガ，∂♂♂円位のも

のをJ～Jの施設に寄贈する．

その中の′つとして明日鶴岡盲学校に寄贈し，刷時に世界一周の映画，スライドの撮影をやって

教育の一助にし度い．

耐記　荘内日報′2月ヱ′臼の記事

鶴岡ロータリークラブ盲校慰問

鶴岡ロータリークラブでは年末助けあい第一陣の事業として，会長の小花盛雄医師

がJ′臼午後J時から県立鶴岡盲学校を訪ね，小花氏のヨ丁．？．アイ子やら7メ．．？．率．？雪
目‥‘‥‥‥‥‥’‾‥‥‥‾■て‥’■‥‥‥’

旅行スライド撮影会を開き，またクリスマスプレゼンlとしてべ－I一グエソが光を

失ってから作曲した第九交響曲とクリスマス歌集のレコードを贈り子供達を喜ばせた

0　酒田ROのクリスマス家族会へ皆さんどうぞ多数お出下さい．

0　出暗率′年間′（妙兆の方，河村君にバッチ贈呈する．

幹事報告　　佐藤（貞）幹事より

1　例会日，例会時間等変更

村上RC　　′j月ヱ7日の例会はクリスマス家族会開催の為′2月〟日出午后∫時より，両羽銀

行楯岡支店に臨時変更．又明年′月∫目の例会は休会

酒田RC　　′2月j′臼の例会はクリスマス家族会開催の為′J月ガUt錮牛后‘時よりに臨時変

更　く会場は従来通り）

以上の外，熱海，一の関，古川，湯沢，盛個各ROより例会臼，例会時間，会場等

臨時変更の通知が来て居ります．

2　例会報到着

青森東．大館，塩釜，山形酉各RC

S　明年1月5日（火）の当クラブ例会は休会になります

′月′ク目的の当クラブ例会は，新年会開催の為同日午后∫暗J♂分よりに臨時変更致します．

1会場は従来通りひさごやです）

出席報告　　　田中君　別　項

スマイル報告　五十嵐君　別　項

クリスマス家族会実行委員会金井（国）委員長より

ふJ Uの家族会は祖期待に添1よう非常に条しい会となるようですから多数徹出席下さい．

同会の各役員は例会後脇議下さい．

新年会開催のこと

三滴君より開催の掟案あり，荘司君，板垣君，飯自若などより発言曲議，会長より′月′♂臼

の例会を午后∫時∫β分よりとし．同時に新年会を行うことに決定す．具体的事項は親睦委員会

とS AAに－任す．

ポーイスカクI賛助会員会費納入のこと．安藤君処理せらる．

そ　　の　他

鶴岡駅のロータリー傘に就いての′j月′タ臼の荘内日報記事を次に掲げるが．駅の方々のよい

背理によってよく活用されていて喜ばしい．

勉
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謝を捧げ削、0そして唯々将来何時の臼にか貞方が再びNOW餌unswIckを訪

・れることを望んでいます。

若し貴方が此のような旅行を含めた計画をお持ちになったならは、どうぞ私に連

絡して下さい。

繰返して有難うございました。

ロ‾タリーの皆様に宜しく。
－▲－　‾＝一‥‥‥‥■▲■一一■●‥■一一日▼■＝ヽ

Geoをge∴KarakooSh

○　鶴岡市内の小中学生の絵画ダダ

此の絵画は厳選

近くNew SWiekRCの

されたものである。その中中学生並びにそ

○　当RCの手持のバナーがダ∂

製作しておかなければならなし

作製することにする

尚．東京大会の時の外来の人々との

○　会員が転勤などで退会する時に、

谷口君より挨拶

此良．職務上

「友愛の家」な

「いずめ子」の小さし

どは如何か。金被は∫♂♂∴－′♂♂♂

した写真を贈る。

で御挨拶申上る。

従来の水道部から産業執こ替り、由工、観光

い、クスなども

従米非常にお世話に

幹　事　報　告　　佐藤（貞）幹事

′　山形RC新バナー及び名古屋RC′くナー

午後∫時より伊勢屋に

J　会報到着　青森東、宮古

農林水産、企画とし

ことケこなる

出来れば宜しく

こ－こ

協議の鞍果

な在駐にするか。

う方面を担当し

花会長交換）を妓扁

日（木）の例会はクラブ7プセンタタ

、新発田．川崎各RC

ダ　国際大会で歌われるソングを吹きこ

です？．＿

∫　国際大会の模様を撮ったスライド（

んだレコード

に完成してあるもの

究∫共卸希望の方は至

‘東京大会に唄われるソ

族の方々も多数初出脂

スマイ几報告　五十嵐署　別　項

人下さる棟顔し

して亘ります。南面′枚ク∫β円

√扶杓∫♂

出席報告　田中君　別　項

三浦署（次期会長）「地区協議会に出席しⅥ

我々が次期故貝として行う可きことを教えて軌、た。

次期ガバトになられる盛岡の佐藤君は山形県にはク月末にご焉する子宝であるが、鮎、酒田は

そのコースに入らないで其の後になり・時期未定とのことであるコ

此笈の協議会で教えて頂いたことに基いて・出来る丈長く我々の会の毒嘗拍さように努力する積

l

　

島
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スイス ルサーソ．ウルバネソツ臣， ーマ，フイリツポアンドグノリ貯

（以上当方よりの挨拶に対する返礼）

米　　ニュープライングクイックRC．ヂヨージプレンデル

西　独

許．アリゾナ州フェニックスRC

アルヂンミラー匪∴ニューヨーク，プロンリスビルRC，

コネチカット

アーサーアリソン臣，

札ノ、－トフカードRC，アーサースチプンス酔，ナイヤガラカカルRC

フイソップヲルド陳，カリフカルニヤ州，サンカルロスRC，クカルターハミルIン匪

ニューヨークRC，スタンレイコーコラン詮，マイアミR‾C，ヤング詮

ベルリンRC●タルトレツク誅■フランクフルトR（】IバリーRcl　レーネマルチノン臣．

アテネRc，バジルコリアヌ辞．高雄RC．Wong　辞，嘉義RC，

トラケパケRO，アクグスチンカリ ロ瞭■　ベニスRC

佐藤（貞）幹事より

／）チャーター伝達式

小豆島RC J月／j日・／2時より上庄町公民館に於て　登録料　2，♂♂♂円

∫月／J日．エクスカーション．小豆島めぐり，会費∫の円．瀬戸内遍の観光の

中心地です．春の笥候のよい時ですから観光が七ら御出掛けドさい．

J）例会日臨時変更、広島雨RC，J月J臼の例会はガバナー公式訪問の為，2月ゲEHこ変更．

－J）今　報　到　着　函館丸大軌塩釜，花巻各RC→－

ダ）当RCの事務のお手伝いをして濃くこと

君の傍に居られ，午前中RC

例会には何時も出て働いて頂きます

国際奉仕委員長　三浦署より

ニュープラインスウイ＿粟ク　RC

さんを紹介します

りのお便りを紹介します

商工会議所の田

‾De6　13　1960

W Agtbur NOkinney

18　Ryan Poad

H土ghユand Park N，T

New Brunswick RCの会反は最近貞万から受取った手紙を私に見せました．貴方はロータリ

アン，切手コレクターとの取引を希望されておる棟に思われます．

差し当って′，占路の合衆国発行の切手の見本を同封しました・これは今年の最も一般的なものです

若し貴方が／タ∫♂～′タ∫椎の切手をお持ちでないなら多少持っておりますから御知らせ下され

は喜んで勧送りします．

合衆国の切手は，貴国の切手より遥かに美麗ではありません．私は常に貴国の切手を美しく思っ

ております・弘のコレクレヨンは．／♂7／寧（明治ヶ年）よりあります．

自己紹介を致しましょう・私はNBRCの韓事でJJ才の時ニューヨ一一ク州酉部の民。Chestef

市でロータリアンとなり，イリノイ州シカゴlホワイトブレインーニューヨーク市を経て現在－NB

市のRotar土an　です．

仕事上では占隼前に退職するまでポーイスカクトの指導者でした．私はアメリカの国際ポーイス

カク†会議の補佐役でした・私の最近の数年は国際関係の仕事を托されています．そして東京のミ

シノ、ラミトリマータモツムラヤ，を含めて日本のポーイスカクI指導者と知り合いになりました．彼

等も又Rotar⊥inです．

仏の退職以来，時間の多くはRotaryに使っております．

鮎ノ

吃シ′、
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「さよなら」を言う丈では．何にもならないと思います．私たちほ．会うにめには，心を削、て．

又，掛し、をもたなければなりません．意見とか思想の壁は，払たちを，不自然に分けへだてます．

もしも．あなた方が私を，西洋人として，又は，貧乏人又は，金持として，考えないならは，あ

なたカが友人とか，又は皇太子に対して，すると同じ様に私を歓迎する幸ができるでしょう．もし

もあなた方が友人などに興味をもたず，せまい親族関係の小さな池の中で泳いでいるのに満足して

いるならは，私に挨拶する、のをためらうでしょう．もしあなた方が心を開き．又執心をもつならは

そのときこそ，お互に心と心をふれあって挨拶し．更択二親密になります．そして私たちほ，その見

知らぬ人を家族の一員として，家に招き，又．案内することを気安すく思うようになります．それ

で．払たちは，お別れのときがくれは，臼田に別れることができます．払たちが友情を理解できず

又．世界が分裂しているのは．余りにも多くの障害があるからなのです．私たちはある一部に対し

ては，友人であり，他方には敵であります．それは．一本足で立っている人の上うなものです．た

とえ払たちが巨をつむっても．やはり世界は有在します．払たちが．世界のどの地域でも無視する

ために私達の意見あるいは．他人の意見を認めているのは残念なことであります．もしも．私達が

彼らを味方から除外するならは一彼らを敵として故わなけれはな．りません．それはいかに私たちを

分けへだてることでしょう．払たちは恐怖の暗雲の下で働くときは．身を守るために．武装の重荷

を負わなければなりません．もし商店の主人が，自分と同じ考えを持っ人とたけ取引をしたり．友

たちづきあいをするならは．その人はまもなく店を閉じなけ九はならないでしょう．もしも，日本

が偏見から脱却するならば，全世界と貿易をし，その富を全ての国にもたらすために海外に芸術家

ノを遂キミとは非常に簡単なことでしょうdそして・世界は同じような方法で報いてくれるでしょう

もしも，日本がある国を喜ばせるような行動をするならは必ずや．他の国を立腹させること∝ニなり

ましょう・だから，中立ということが荒唐無稽なことであるかが，おわかりになったでしょう．払

準やは．商売をするとき行動しなければなりませんが．もしも，払たちが自分の考え又は．理想を

もっているならは，それにしたがって行動すべきであり．局地の状況に応じて行動すべきではない

のです・もしも，私たちの考え又は理想が．他の人々のと相容れないならは，たとえ払たちが，虫

も扱い易い考え方をもっているにしても．再び戦争になるのです．払たちは又，大工が釘をうつた

めにかなずちを使い，木を切るために鏡を使うように環境に従って行動しなければなりません．大

工は，一心不乱に仕事なします．かなずちほ，釘をうつようにできており，鋸は木を切る上－ぅにで

きています．だから，国の政策についても，もしも，払たちが友好的であり1又．隣国の人々も払

たちに会いたいというならは．払たちは．政策や．宗教の別を問うものではありません．友たちに

なるには，阜虚でありまL上う．又，各日．自分の欲する車をするのを妨げない上うにしまし上う

もしも多くの友人たちの中にあって．波紋を起すようなことがあれはその人は，まもなく自分のこ

とを恥ずかしく思うでしょう．

疑いぶかい世界では．暴動はありうることですし，又．世界の総ての武器をもってしても．この

様な心を抑制することはできません．

恐怖と疑惑の心を除いて．払たちが奉仕しなけれはならない世界と友人になりまし上う．

エマヌエル　シャ‾‾マン氏略歴

／デ′∫車∫月JJ　冒㍉　ニューヨーク市に生る．ノダJ／半ニューヨーク工

業学校を卒業．のも，クーパー．ユニカン大学において美術を専攻．の

ち，フロリダ州において．多力血の仕事に従事．

そののち．サーカス団の美術係として，北カロティナ州を初め．アメリ

カの各州を巡業．／ア∫推ヲ月来日．禅修業を行って今日lこいたる．

t▲
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又、R工にも連絡する機会もあり、来る束京大会にも出席して、親善の為に尽し鮭い意向のようで

ある。

○　当RC

ニュープラクンズクイック市に対して、何か親善行革を行うことは如何？

〝Thls Is　で白urtlOka〝という上うな一般の市民から募集したアルバムを作って送ること等

○　いエい上ロータリー年度の後半期に入るので

の行事を研究す

今後の活動計画など検討す可く協議会を開き酸い。

ロータリー情報

理事の方々は協議に参加して頂き皮い。

幹事報告　佐藤（貞）幹事

′　ガバナー月信 第g号が到着致しましたので御手許に配布激しました。冒頭にガバナーの新年の御

挨拶が載って屠ります。ダ貢の「最近のロータリー統計」に上ればロータリークラブ数は現在、

〝，7∫♂クラブ、其の会員数は折り，β♂ク人、ロータリーの所在する国は′′ヲヶ国に達して替ります0

当クラブ／j月の出席率は大変よくタ∫．ダ7％となり、地区内で前月のJク位より／七位に躍進し、県

内クラブでは第ゲ佗になりました。

J　チャーター伝達式案内

材）芦屋RC、ダ月♂日、′／時より、芦屋学園高等学校

何　佐伯RC f大分県IJ月／9日′♂晴上n、佐伯磯谷中学校

J　会報到着

ました。

打）親睦委員会　拙席者、五十嵐君　丸谷若　衆君）

回　ロータリー情報委員会　咄席者、佐藤臼君安藤君　丸谷桑　三井君）

恒　社会奉仕委員会′は席者、大野君　荘司君　海東君　大竹習）

以上各委員会には小花会技、佐藤（貞卜幹事を加え、合同委員会の形にて次の件を審議決定した。

ノ　来るJ月jJ日のロータリー創立記念日は、前年同様家族会として開催する。この為2月J／

日の例会を2月JJ日午前／′時J♂分上り、鶴岡商工会館三階ホールに臨時変更する。

記念行事として苦行者の虜彰、小花会長の欧米旅行スライドの上映等を行うが、之を推進する

為の実行委員として次の諸許を選任する。

大野君、丸谷習、五十嵐君、鈴木君、菅原君、佐藤（仁）君、飯白君、この実行委員会の委員

長に大野君、副委員長に五十嵐君を遥任した。

臼　同日引続き理事会開催、出席者、小花君、丸谷君、大野君、安藤習、早坂君、三浦君、

前紀のロータリー創立記念日に関する合同委員会の決議事項の報告数受け、種々審議の桔果、其

の決議通り承認可決した。

的　国際車仕委員会、出席者、三浦君、張君、安藤君、小花会長、佐藤（貞）幹事

ニューブラウンズクイックRCへアルバム贈呈の件、ニューブラウンスクイック市民に出来るだ

け早く鶴岡の模様を知ってい釆：ゞくため、鶴岡市及び其の周辺の観光地、鶴岡RCの活動状況等を

織込んだアルバムをニュープラクンズクイックRcへ贈呈し、同市との親善に資する。どんな写真

を入れるか、又其の鬼集方法、贈呈する時期等は次回と於て更に検討する。

国際車仕委員会　三浦署より

当Roの会報の英訳が数部出来上ったので、小花会長の言葉を添えて近く発送する「

出席報告　谷口著　（別項）

スマイル報告　五十嵐看　（別項）

）

し
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方でまとめて入手するようにし

○　来るJJ　口の

予定しているが

日には家族会を行し

○　ニューブラウンズクイック

善行者の表彰 小花会長の欧米旅行のスライド上映を

幹　事　報　告　　佐藤（貞）幹事より

／チヤ‾ター伝達式案内

水戸西Rc　用／7日　／♂時J♂分上。水戸市茨城会館にて。

J　会　報　到　着

東京品川Rc　弘餌束Rc　石巻RC　青森東RC　酒田RC

出　席　報　告

前回は修正に上り

田中署より　　別項

なった。　拍手

河村署より

去る29日の近火に際して

佐藤伊和治君が、その火災に際して町内会長として、非常に努力なされお世話下さったことが、新聞

紙上に報じられているが・之は・ロータリアンとして身かこ奉仕の精神を臭現されることで敬意を庚す

る。

佐藤伊和治署より

私は町内会長を勤めているので・当然のことをしただけであるが・町紬皆さんは備に河村君の奥

さんなどト被災者に対して非常に熱心に物質的にも・精神的にも慰安を与え、激励した。それに対し／七

被災者の方も感激して復興に努力をすることを誓った○うるおしい情景であった。

何時も御好誼を卸、て深謝する0近く入会さして頂く予定であるがどうぞ宜しく卸軌・申し上げる。

雑誌週間に際して・次の文を紹介申し上げる0

国際ロータ リー会長　J Ed】 Mbはughjin

から、あなたのク ラフへ挨拶

（フォノ ・シートからの翻訳大要）

私はTbe Rotahanの編集長カール・クーパーです○今レカゴのW F PauI印刷会社の工場

内にいますが・この工場は世界のどこの印刷工場上。多くの雑誌やカタログを、製造してお。ます。今

朝からTb8Rotarianの′月号の印刷にかゝ。ましたが、／時間仰部のスピードでも、／日、

“時間・∫日間印刷し続けて・”万J千部を印刷し終わる始末です。私の眼の前では日動的機械が

表紙をつけていますが、この流れの終。では包装されて・世界の〃J国に送。とゞけられるのです。こ

の／月号は、∫ク隼記念特別号です○今から∫♂駐軋たつたこ／‘‘むクラブのためにタ，クの部印刷され

たのですが、創刊号から今日までこの雑誌は一つの旨的なもってきました○それはロータリーの巨的を

発展させることです○半世紀前も今日も、又明日もこの日的には変。あ。ません0これはあ㍍この雑誌

です0Itis your magazine・／善、インスビレーシトヨン・アイデアの源泉、そしてよい読

物が満載されていますロあなこ達が支え、そして用いていたゞきたい0あなた連の協力に上って支えら

れてきましたが、国際ロータリー会長のJ鋼d kOlaughl土n程この雑誌のために援助を惜しまな

かった人を私は知りませんぐ

それでは・イ＝イ州・エバンストンにあるロータリー本執こ緑を切。かえることにLます。
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C　参会者　　∫～／∫名位迄

経歴、性格、性別等異なる方が良い

〇　時間／♂公一2時間（最大掛位

E　場所　どこでも良いがお互に近くに座る革

甘　問題の掲示　会議の直前が原則　議題によって2日耐性

ダ　B．S会議のダヶ条

第　／　各　　アイデアを出して屠る時には、ふつうの会議

第　J　粂　　アイデアは粗けすりの方が良い

第　、タ・粂　　アイデアの数は多い程良い

をしてはならない。

第　ゲ　冬　　日分独白のアイデアを出す事以外にも他人の出したアイデアを組合せたり

りして良いアイデアを出す事も良

各人J回以上は必ず発言する串

いわけである。

以上気楽霊気持で会議を進める事が必要である。

∫　問越点発見のテクニック

アイデアを出すには先づ問題点をつかまなければなりませんが、其のテクニックの技法として次

の様な方法があります。

1　特性列挙法

2　欠点列挙法

3　希望点列挙法の三つの方法があるとされて屠ります。

イ　特性列挙法

アイデアが出つくしにとか片上ったときとかに使うと有効であります。物の特性に日をつけ

て細かく研究してアイデアをさがして行く此の為に

A　名詞的特性一全体、部分、材料等

B　形容詞的特性一性質を考える

C　動詞的特性一機能について研究する。

以上のJつの角度から物の性質を分析する事が出来るわけであります。

ロ　欠点列挙法

何にか改善の問題があるという事は何にか欠点があるという車にほか1ら1い。比の欠点を

なくするにはどうするかというアイデアを列挙するのが此の方法である此の欠点列挙に特性列

挙を併用する事に上って一段と改善が良くなるのであります。

ノ、希望点列挙法

これは「こうあってほしい」という事を列挙して行く方法であります。

この様な方法をリーダーが良く指導して行きまして経営改善の問題を皆より出してもらい、それ

を分析研究して新しいアイデアに基いた新しい経営の基礎を作って行く方法であります。

≠　此の方法の良い点は

A　どんなアイデアを出しても批判をされないから気楽に発言が出来る。

丑　考えが束縛されないから臼田に連鎖反応的に話し合える

C　競争の本能がある為各人が負けずにアイデアを出そうとする。
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iこ拘置署内でJ冬以来悔悟の生活を送っている見習看護婦殺しの未決囚S少年には毎週／皮訪れ、聖

書を贈り、熱誠な補導を続けられ、同少年も自発的に洗礼を受け更生しつつあれ、週／回は、同君に

書簡を寄せているというこ■とである。

○　誕生日をお祝い申し上げる。　紀念品贈呈　いく－スデーーソング）

（ぉ名まえ別項〉

○　／月々間出席率′の％の人々Jゲ名に記念のハンカチ贈里

○　次年度の役員委員の改選が近づいて来たので、衡考慮願い皮い

社会奉仕委員会　　大野著より

盲学校に寄贈する点字練習用の古巣杏は一応今月Jク臼までに 商工会謎所内の田中君の処までお属

け下さか鑑い。

職業奉仕委員会　　早坂署より

槙浜曲RC作製の「ダつのタス日のポスターが送られて来ている。此のようになかなか美しい。衡

希望の方はお頭け出来るので申込んで頂き産い。

ロータリー手帳（♂月の才貫目）所載のダつのテスト（Tbo For W・ay TOSt）朗読、紹介

スマイノし報告　　五十嵐署　　別項

出　席　報　告　谷口看　　別項
・一　入■　▼　＿　■．■＿．▼　▼【

幹一事　報告　佐藤（貞）幹事

／　チャーター伝達式寮内　　長門RC（山口県）ダ月ヲ臼　／J時より　登録料J．α8円

J　仮クラブ設立　　泉佐野RC（大坂府）　例会　木曜日　／J時Jク分

J　会　報　到　潜　　花巻　東京　新津各RC

ダ　ガバナ「及び安斎先生より次の様な都手紙が届いて店

レ）ガバナーよ：rミ

毎々立派な会報祖送り頂き面白く拝読いたして居。ます。祖苦心と徽精進の程さこそと遺棄し

ます。私の公式訪問も近く全部を終ることになって居ります。会員各位によろしく和伝言を願い

上げます。

fj）安斎先生エn

当クラブは小花会長はじめ皆々様の熟列なる奉仕精神の発揮に∴［り会員増加と共に各委員会の

街活動、とりわけ国際奉仕の衡活動は全く敬服の外あ。ません。只今立派な会報∫ダー♂♂号ま

で御送りいたゞきこの面に於ても誠にヱ派な和活動の実情がうかゞわれ、私にとっては此の上も

なきょろこびと存じます。会報中佐々木邦先生のゲストがあったのを知り大へんなっかしく存じ

ました。先は会員皆様によろしく衡願い申し上げます。

∫　ロータリー創立記念日家族会開催打合せの為、例会後実行委員会が開かれました。出席者一鈴木

君、佐藤組君　大竹君　五十嵐君　飯自若　大野君　小花会長、佐藤組幹事、尚委員会決定の紀念

行事、プログラムは別にプリン†して配布致します。

占　クラブアツセンプリーについて

J月／／臼開催の予定でしたが、準備の都合によりj月／g Uに延期致しますので初諒皐願いま

す。紛議事項につきましては各各員長へ別途御連絡致します。

卓　　話
（古　謡　片　々）　和　田　光　利　氏

古い童謡は、絞れた神経質な現代人からほ生れ得ない。大味な健康な野性的な、又笑いのある涙のあ

る、ユーモアの含まれておるのが特質であります。種数は」つあ。ます。江戸方面から流れて来手二物を

この土地から発生したものと、しかしこの童謡は、文字に表はして見たところで、その雰餞気が出ない

ま
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前ノ山ノ筍、クソロノ山ノ億キノ子、ザツキリ、モツキリ、ノ、ヤシテ煮テ食ツタバ、アンマリ塩

キックテ、前ノ井戸ヲカイ干ウシ、

クソロノ井戸モ、カイ干クレ

アンマリ渡タッチクテ、

十王堂ノ前デ、屁ヲブツド

ヒツタラバ　十王タチ、クセエドタ、騒イダ騒イダ。

そ　の　他

立春とな。めっきり曖い。大通りの雪は殆んどなくなり、今日も曖い雨で雪とける。

SMILEBOX

（ニコニコ）
商工会議所竣工祝、今間君（会頭）河村若　く建設委員）

高橋君、本日より新会員になって。　鈴木君、バッヂ持帰り。

遅刻，佐藤虹君　津田君　　桶川実習　把ジター）

誕生祝、板垣君　　谷口宕　　福島君

会員の虚妄

誕生祝こ荘司繁太郎君㍉。 谷口嗜敏君 板垣清治君 ㍉j　斎藤樽四郎君㍉j

福島芳雄君シ云　長谷川文情㌔

＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆

本日の献立

芝エビの天ぷら　　すずきの刺身

ん
■1

か　　ノ

ガボンは120番目

大根演　芸‡三†味噌汁　勧飯

この程ガボンは赤道直下のアフリカにあるその国の首都リブレブイルのロータリー・クラブが国際

ロータリーへの加盟が認められましたので、その日－こロータリー・クラブが所在する第′j♂番白の国

となりまし丁こ。この新クラブのスポンサー・クラブはコンビ共和国のポインチ・ノアーレRCであり

ました。

ポート・う′ソチルにガボンに於ける第二の．クラブの加盟が承認されました時j名の名誉会長が報告

されましたが、その／人はガボンのレオン′・ムバ首相であり、他の／人は世界的人道主義者アルベルi

ト・レユワイツアー博士でありましたが、”共に同ロータリー・クラブに積極的な関心を持っている”

との串であります。



（∠0∠rl甘エ）

よ　こ　宕　C　　　豹等賂

日　割￥　　　臼　等協

（£9St・EEl1才エ）

軸禁書孟認慧叩〉撼章

エ≦〃・－爪を一口凶韓

‡翌腱a貫目r′打ra付き中国鼻濱首、1嬰修つ貨￥臼r臼rT相マ孝0ゝrl立・

享マつ等G7割苔等準卓勺、帽等〝月、ユ、叱Ⅷロコ官刃臥路射郎紬門持沌巧牒
0－も罫、11コ殻〉丁二号等和琴a瞥冨ひ71葦等！噂1－、′・∠ノバ／只

：諺等墜守宮エバ月ロ・Yl智等捷U∠妄〆一首ダーaJJHレ占メ／1卜占∠一丁ご

）等苔む、r′一石ダーロ　（軍事剋蓉）

0管
封丁車載旗考影皐UqT崖でパーク占塔‘クーE♂UD甘クエ′4メス4≦∠一丁二　〇

（壷鞘≒　Jレしく′さと－ゝ′）

09÷首都考管等∋きつ達短聾‘遠目党首U封￥園鯉、閣苓延滞　○

（卓尉）09轟音那考≠Jl′つ達二審劉蟹ひ官尊堵

G　軍　曹　等　王と　巾翼賛の甘毒酵ヽ■■■′

Du宴鮭増　量澗奄梨凶蜜（〇苫田竪）

蓬（劉郵功一戚一石

豊　掌　♯　￥　　一夕で；コ

エ●0●T　〟　く　「、　　　　　　暫　苛　む　中　　等　　　瞳

‡蓬粧≡器，∫￥　≡≡…≡≡芸 ．劉鳩首連（尉）劉磐貨嘗く万 �i妄 言 �l 　％rク㌢‘ �恕封印富製 �！副 
野方 �隠封印軍勢 

％r∠すぎ �痙封印回髄 

欝∠T沼 �暑： �％r∠㌢才 �療　封　印 �削 

蓬（尉）調豊　　遥拝）劇鼻 �剋 �皆ヲ∫ �磯　劉　覇 �叩 く♪ 

達（コ）瀞事　　蓬慮￥　　謹母国　墜源相　接野等 �￥ �牙∫方 �凝　首　等 �臼 車 

暫曽重昭該者開口受

仰一半励∫埴梁等工輿的勢　幹事

等導峯等2空耳博一石才一ロコJ幻諏等値

亭ク∫軸′′捜せ

臼∫て∵首r

専　紗　　回　￥

（妄準）口方′臼r車′ア‘′　　　　　　　　等岨回　　98蛍

独　封　開



します○ホテルであなたとお会いできます九は大へん嬉しいと存じます。多くの

国々を旅行して私はいつもロータリークラブの友情をいただき、どこの国でも私

達を快く迎えてくれました。私達はまだ也鹿には行ったことがなく、こんどほわ

ずか′∂日間の日程ですが何とか落度のないようにしたいと思っています。私達

は′月Jタロにニュープラワンズクイックを出発する予定なので、J月j日まで

の聞手紙を差し上げる総会がないと存じます。若しなにか私達に通信下さること

があれは帝国ホテルの方に頗います。東京でお会いしまし上㌔

ジョー汐・カヲクーレこし

私はJ月／日に上京l凋君にお会いする予定である。何とか都合がつけは当地にも訪問して頂き

度いものである。

○　クラブアツセンプリーに武いてはその要領を通知申上げてある筈であるが 具の臼杵に支障の

ある方はないかつ　たければ／♂［＝こ決定することにして宜しくお痛い申上げる0

O JJ日のロータリー創立記念日の行事について実行委員長からお志し嘲い度い。

五十嵐三郎副委員長より報告

同日の家族会のプログラム　　垂民会決定の案

会員、家族各／名出席のこと　会　費　j♂♂円

登録受付　′′時～／′時Jク分

窮一部　／′，∫♂～／J，♂♂　　例　会

窮二部　／J，♂♂から創立記念日式典

開会の挨拶　小花会艮

高橋秀雄氏に感謝状贈窒

会　食

スライドの鑑賞　　小花会長外遊時のもの

ロータリーソング　手に手つないで

閉会の挨拶　金井（軸副会艮

○　先日盲学校に行って高偽氏に会って、展の業績に対 旨扱拶申上げ、夫人同伴でお

出で頂くことにした。

荘：高鳴氏の羊蹄に就いて2月夕日荘内日報所載の記事を借。て次に紹介しておく。

盲人や弱視の人に〝希望の灯〝をと県立鶴岡盲学校用務員高橋秀雄さん（Jg）は

毎日のように同校用務員室の片隅で′字′字愛情をこめ、点字タイプの音を響かせ

ている。いま、点訳を続けているのは「世界少年少女文学全集」全∫♂巻で、すで

に籠′巻を完成、寛J巻臼にと。かかっている。ノ、

盲人に希望の灯 £00冊に及ぶ

高橋さんが同校に勤めたのが昭和JJ年。当時は盲人のための点訳本はもとより、満足な文藤本

もなかった0眼の見える自分の力で光を失った子供達のために点訳の技術を覚えようと決意し、先

生方から本を借り勉蟻を続けた。そしてダ冬日、ようやく点字をマスターし、ぽつぽつそろいはじ

めた学校図書の点訳に乗り出した。

、、．き
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のと思㌔

又毎月私達の手許に来る「ロータリーの友」も私自身あまり良く読んでいないので申訳ないのだ

が、週刊誌でも読む暗にでも是非手にとっていただく習慣をつけて欲しいと思う。最初のエバン∵ス

トン便りには払達ロータリーアンとして知らねはならぬ動向が書かれてありますし、毎号巻末には

〝友委員の言桑／／例えはJ月号の／／読書軽減〝・′J月号のJ／人間ロータリーアン〟等は共感を持

って友委員の徽苦労が理解され、一層ロータリーの友が身近なものとなって来れると思㌔

毎日仕事、多忙の中であの書鶏、この書面と数多く読まなけれほならない生活で、隅から偶まで

ロータリーの友を読む事は封難事です。でも少くとも先程の稿くらいは読んでいただきたいし、何

よりも先ず手にとって写真の頁でも見る習慣を是非雑誌週刊の中に習慣ずける車をお願い激します。

ビジター　　本間徳多郎君挨拶

事務所は大和デパートの‘倍にある。 にお出の折には是非お立寄り下され度い∩　ダ月27日

択こほ地区大会があるのでその節にもどうぞお出で下さい。

今日此処に列席さして頂き、光栄とするところである。此の和やかかふんい気に接し非常に快く

る。今後どうぞ宜しく偲好誼の程お朝申上げる。

そ　の　他

立春も過ぎたの

題に骨る。

SMILEBOX

（ニコニコ）

猛吹雪。今冬は上信越

（報告　五十嵐看）

誕生祝で艮谷川君、荘司君

新入会で高橋君、　　板垣君、足を傷めて欠席

豪雪、それに伴う列車等故が話

位の者に持参さしてスマイル。

前回の欠席で小池君、池内君　　　早退　海泉君、荘司君

♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯捧♯♯♯♯榊♯♯蘇

ランチ

本日の献立

キャベツ　　　　　　大根潰　　　　　　スパゲッティ

野菜サラダ　　　　牛肉素揚　　　　牛肉ケチャップあえ
一口トンカツ　　　　　　　　　　　　　　郁　飯

J　つ
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出席者佐藤桝君　斎射得揉　高梅岩　中台岩　佐射仁）君　安藤君　小花会長佐藤

佐藤（貞）幹事

○　姉妹都市ニュープラワンズクイックRc会長ビル

早春にかおる日米親善

の手紙を紹介申上げるoIJJ臼荘内日報

親愛たる盛雄さん

私達二つのロータリークラブの親しい交わ。の故に・あなたを盛雄さんと呼ぶことをお許

し下さい〔若しあなにが私をビルと呼んでくれるなら・仏は大賀嬉しいです∩実際私達は

仲蘭のロータリーアンをそのニックネームで呼んでおります○もし、そう呼はないときは

∴∫セン1トを罰金として納めることにしています〔

会艮・盛雄さんに仏はもつと早く手寵を書かわはねら打かつ1・こと抽詫び致します。

あかには巌もご鄭責たる手紙を私に下さいましたが、その最後の手概を受け成ってから

ノか月も経ってしまいました。

その手紙と－しょに遜ってくわに写真、どうもあ。がとう〔

‘月・木谷博士（小花会長訪周の時の通訳　訳者孟一女も交えて私達が一しまに過ごし

たあの粂しかった臼の友情の記念としていつ章でも残したいと思います¢

今やロータリークランの岩鼻として・あなにの観J魅の半分を過ごそうとしているわ

けですが、鶴岡クラブのゆりかご時代を通して、あただが非常に成載・であったよ・・ぅにこ

れからもご成功摘朗。しています0あなたはロータリーでの立派棚ぎの奴に負諭さ

れるべき人です∩ニューノラワンズワイプク、ロータリークラブの会琉垂は姉妹クラブ

としてあなたのクラブを持って嬉しく思っています0私達はこの姉妹的係について、よ

く諭し合いま六二ンヨセフ・クラー博士lニューブラウンズクイック・ロータリークラブ

の蠣奉仕妾島民＝訳者孟）からあなに達の働きについて扱いてポります。

クラー博士は近いうちに、あなた連の奉仕溝助について報告することになっていま㌔

あれは私達のクラブ会報を受け収っていることと思いますが、私達のプログラムがこ

参考になるように希望します0

わがクラブの会貞汐ヨ一㌔・カラクー・ンユ夫妻は・J月にあかに達の美しい』を訪問

しますoJ月J日に到膚し、帝国ホテルに∴∫月／JUまで滞在Lます∩私は汐ヨー君に

日本訪剛にあたでの所を訪ねないようでは、大変失望してしまいますよ、′強くいっ

てかきました0ど▼うそ彼にあって下さい0そしてぜひとも彼が鶴岡ロータリークラブを

訪ねる皐うにして下さい〔あの非常に美しい鶴岡ロータリークラブ旗は、いつでも払達

の会合で誇らしくかけられてある♂－で㌔

私達のロータト地区協議会の呼ひもののノっは、魅力的で可愛らしい、そしてロー

タリー基金央学生である東京の三瓶千枝嬢でした〔この若い婦人の肘父さんは鬼京で医

者をしているといいますから・あわには知ることが出来ると思います。彼女は非常に明

るい人柄で、彼女の菜かいもの静か鳩蓮は、その臓会を迩志してしまいまlノに。帰

塾に浸して倣女の成功と幸福を仏も碩うようになりましに。別当クラブに寄贈して下

さった　これが日本〝という本どうもあ。がとう0非融こ政立ち、この庫から仏は日本

の兵術と文化について学びましたぐそして好きねことあるいは嫌いなこと、育少皐の周

勉とか・さらに自分蓮の住んでいる如平和と繁栄のうちに、よりよぎものにしょうと

する努力においては・全く施し人蘭であるということを基本的咽ることが出来て、非

常か慰めにね。ました0とくに写兵はよかつたですぬぐまるで日本を旅行しているよう、

でしたぐ他のロータリーアンがこの本を読んだ後は、まだたつにJ才半にしか71ら机、

私のひ・と n娘が大きくねって、 この莱しさが十分わかるよ うにたってからのた捌こ保偏
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例会　牛后へβ♂終了　引杭いて

ロータリー創立記念日象族会

○　開会の挨拶　小花套辰

○　単語　ロータリー乱立記念t」に当って

ロータリーの生い立ちについて　　　　安藤定助君

イ…ロータリーの起源と発展

今から∫占年蘭のノアク∫年朗冶Jg年）当時アメリカでは絃済恐慌の嵐が－咲きまくり、人心はす

さみ犯罪は巻に滴ちてお。ました。この時にあに。北米シカゴの一青年弁護士であったポールP・

1ヱLL蚤はこうした社会現象を憂え、何とか人の和を図り世の榊こ奉仕することによって住みよい社

会を作ろうとし、心の友を求めてJ人の友人とシカゴに一つのクラブを作－｝、その会合の方法や会

員を選ぶ方針に特異な工夫をこらして発足した。

即ち∫∠車前の今月今夜、

ベスター

ポールP．ノ、リスは彼の弁護依頼人であり、友人であった石炭蘭の塑ヒ

と鉱山技師のガス・ローヱと洋服商のノ、イラム・ふ′ヨーレイのJ人と共に、ガ

スの事務所で着一回の会合を朗き、これをロータリークラブと呼びました。この日こそロータリ‾

の起源の臼であり、国際ロータリー創立紀念臼とたってお。ます。

ロータリークラブの名は、集会お回。持ちで各自の事務所で開き、クラブの世話なども会員が輪

番（ローテーション）で受け持ったことから名付けられた。J年後の／9卯年にはサンフランレスコ

その豊年にはオークランドと自来園じ組誠のクラブが米国内各都市に設盟せられ、／ヲ／β阜朗治

ダJ判には国境を越えてカナ■ダ．に、その豊年には英酎こ設立されるに毛り・ここ－こ初めて』酷的な

機砲を整えるようにね　りましたぐ

“単軌にポールP・ハリスが北米シカゴに播いた一粒のロータリーの種が、現任では／／7ヶ国

伯由出家硝／ろ♂紺の都市や町に肱がり、∫♂万人以上の会貞女持つに至r）ました。

J　日本におけるロータリーの沿革

日本一こ初めてロータリークラブが出来たのlユ大正9年（／タJ♂年）当帖三井銀再の喜役であった故

米山梅吉氏が本部から委任されて、1司年／♂月東京に設立されたのが始めてで、当時既にgJ∫番目

のクラブであり事した。

次いで大正／′年（／9ノ2年）大阪に続いて神戸、名古屋、京都、横浜など内地‘大都市は勿論、

当時日本の法治下にあった朝鮮、台海更に満州日代こも拡大し、昭和／∫年にはこれらの地域内にクラ

ブタ昔、会員スβ♂ク名を越す有様でした。

ところが日華事変から太平洋戦争iこ突入するという機運が濃厚となって当局の毎晩的団体に対す

る圧迫はリーこ敢しくなり、遂に昭和／∫年心ならずも日本のロータリーは、国際ロータリーから脱

退せざるを待なくね　りました。

しかしたとえ』除ロータリーの組戒から一時脱退したとはいえ、ロータリーの持つ精神と組織は

会員の、確憎を嵐くところであ。ましたので、全良いハロータリークラブはあの蛾烈汀朝餉下におい

ても、従来通。密通例会を崗きその伝統を綬－】つづけて米にのであ。ます0

終戦後、国際ロータリー復帰の尖垂が敲ま。、敏和Jダ年l／，”牛）J月見京、大阪をはじめ7

つのクラブがヲ年振りに凶蔭ロータリーに虜帰し、自乗急激に各地に波立せられ、北は稚内から繭

は鹿児島までJヲJのクラブ′‘．∫♂ダ名を越える会員を擁するに至りました。

扱い揖こ東北臥ちJJJ地区はクラブ数ダ㌔会員数くどダ∫名、山形県は伯叔jj年に水曜会として山

形市に設立され、Zが胞和j∫隼に山形ロータリークラブとして承認され、現在山形RC、山形鮨

ftC、米沢RC、上山RC、天童RC、楯崗RC、寒河江RC、機関RC、新庄RC、酒田RCと／0

クラブ　J′♂名の会員であります∩
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親切ね説塊をして下され、鴇未決く拝見‾㌔

次いで今簡止太私君　外遊時のもの　約／J♂枚

ユーモ・アに満ちた説的－こ一風笑いの中に向白く拝見す。

尚今閲君、外遊嵩みやけの首凶の枚貨を地境さして腕き珍しく拝見す。

○　手に手つないで

○　閉会の挨拶　壷井圏）副会艮

＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆

ラノ雄竺；三：

本日の献立

ロータリーを表現しよう

スコッチエッグ　　　　　　　　漬　物ご　お菓子

サラダ ∫野　菜　　　　祖　飯」コ‾ヒ‾

しスパゲッティ 牛　乳

エス　ミノ

或る大都会で道に迷った土地不案内の人が、老人に道を1こすおました。処牛の政一でその老人は　う

答えました。〝私は話すェりも案内する車がもつ′良く出来ます〝。人は秒のたとえの効果を説明す

る良いたとえ話を探し出す迄には、良い時間をかけるものであります。両親は子供達にどうしな守十か

ほならかいかを言いきかせるエー1も実際に立派な生活をして見せる方が、遥かに効果をあげる串が出

来ます。市民は如何したら善良な市民となるかを他人に教える場合は、誌をするエーつも先ず範を垂れ

る方が効果をあげることが出来ます。

そこでロータリーに放てはそれについて蒜をするよりも、孜々は兵のロータリーアノとなることは

何を意味するかな百分連の歯売上、及び社会的生活に放いて之れな実践し、他人にロータリーの艶想

に従って、如†巾こ生活すべきかを他人に示すことによって、一層良い効果を挙げることが出来るもの

一であります。一個の〝ロータリーアブとねること一人1可を意味するかな話すよ。も、もつとよく案内

することが出来ます〝　と如何しておっしゃいませんか0

ロバート．マソキントブレ

スコツトラノド、ノ、ミルト　ノ

勒／♂J地払幽際ロータリー代表
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の品を度し上げ窺い・と思うが奨さんに絹織初など軌叶か

偵先生が銀って下さった当RCの写兵も彦し上げる。

当地に来訪のときは、早朝の急府列車「羽勘でお出でになると思うが・出来るだけ雌犬人同伴

にてお出迎え適き度い。
ロータリー精神でど

○　スマイルポッアズの活用方法を新会早の方々の為に説明。

幹　事　申　告　　佐藤（貞）幹事
＿　　　　一一一　　　　一一一　　　　　　　　ト▲‾‘■

′　チャーター伝達式案内

打）小野RC（兵障県1∫月7日／j時より

伺　宇都宮兎RC　　　ゲ月／川／J粕より

j　仮クラ
例会日土曜日′2時J♂分よ

ロータリー郡盟承認、福井北RC

ゲ　会報利府　大曲RC、村上RC

J月／♂臼の例会はガバナー公式

7L］の例会臼

願います。

ロータリー毒 実行委員会大野君より

委員の方々がよく削、て下さったので・

出　席　報　告　　谷口君（別項）

館岩より　先日の家族会の写兵が出来たか

卓　話　　南東与蔵看（会員）
′【J H◆■－▼ヾ－▼－′一一′一一■■▼■　‾

中小企業の現在と将来について
′撃L日工 中小企業の現在と将来について

受け脇き度い。

J月ヲ日／J時J♂分に賓吏

′名に付ん‖相月）

H滑に遂行し待て感謝申上げる。会計報告

ら縦覧の上、朗人用の方マークして下さい0

のテーマでお話するようにとのプログラム兵員艮からの依

組でありましたが、この間越は非常に大きなしかも現在重大時機に当面しているだけに・仏が申上げ

るには余りに荷が誼過ぎると思いますd

こうした問題は寧ろ叫企業庁或いは舶省の担当者から全踊、或いは世界経済動向五見合せ－

ぉ論をしていただく方が適当と思いますが、今日は当地方の中小企葉の現在と将来について局部的視

野になると思いますが・断片的に払謁を申し述べて見たいと思います0

勿論当地方の企業は・叫、企業と申すよりも小零細企業がその大部分でありますので－その人その

人の見方考え方等によって種々問題も慮って来ると思いますので、その点予め御了承頗います。

㊥L第，空▼甲真誓竺し19さま

当地方の中小企業は（商店関係も含めて－全般的に見て・古い雇嘗者観念から新しい定常老とし

ぅ考え方に早急に銀を切り香え・古い穀から脱皮する努力を致さなければならないと思いますロ

掛こ挨適性の強い当地方においてその感を深く致します。

川　資金と建嘗とを分離して考えなければ企業の今理化は出来ない。

炉）他地方業者の出張販売の問題

的　市内チケット三団体合剛化の周趨

第Jに企業の合理化～穀備近代化

Jに労務留埋態勢の改善の周題

爵ダに粗税並びに金融対韓の閲勉

着Jに小規模事業施帝の利用の問題

よに工場誘致の聞勉とサ小企業r ）育成に関する聞越

成環境の造成について

も

㊥

㊥

㊥

㊥

㊥

㊥
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あなた達古い会員は、弘を新しい魚のように過してしまう。あなた達は僕達におか・し・友情につ

いて畠もしているのじゃないの。でも部屋から′歩も外へ出たことのない・旅行をしたことのない人

のようだ。軽く会釈してハローと挨拶出来ないの。立ちlとって僕の手を握ってくれちら如それから

あなたの友達の所へ持って坐ってもおそくないD

ぉいしい償馳走もあるあなたの次の集会に、仏は欠席しないつもりですから0　どうぞあなたを自己

紹介して下さい。僕は友達になりたいのです。

（作者に無断で借用！！）

／J月J′臼号

ニュープラウノズクイック商工会議所の副会卸こ最近就任したCbarleS・G・Ea．早．は先週クラ

ブでCOl．Jack．Brad．1ey■に紹介された後次のように語りました0

合衆凶の今日の最大の周題は、出外の問勉よりも国内から起っている0つまり経済不況を防衛する

ことである。国防力は車掌であるが鼓も車掌な尊ではない。史に次のように訴えました。我々は今日

の青年に那頁の緯済機構を教える必贅がある○あまりにも多くの人達が我々の緋斉威樽について鼎邦

である。

ソ連に放ては誰でも共産主義機構について、徹底的に教育されている。より多くの実業家が正しい

方向に靂済の成長を保っように、その社会に対して彼らの時間と労力とを惜しまないようにすべきで

ある。と

1961－62年度ロータリー財団奨学生11ワ名決定

ふ占ヶ国からの／′7名の穫秀な大学院学生が選ばれましたが、これは善意のロータリー使節とし

て、／9∠／～日学串良外』に留学するものであります。これら♂β名の青年男子及びJ7名の青年

女子には、各々平均ム‘♂♂ドル、総計J／丘♂ク♂ドルに及ぶロータリー財団奨学資金が贈られ、凡

べての定着を支弁される事になっております。

ロータリーの創始者ポール．？．ハリスの記念事業として／タダ7年この計画が始まって以来‘タヶ

国からダ∫ケ酎こ留学した′タ∴77名の学生にロータリー財団奨学資金が与えられ、国際理解の促進

の為に支払われたこのロータリー軽出敦は今日肝にJg♂万ドルを超過しております。

ロータリー役員叙勲さる

最克チリーのサノチヤゴで催された国際ロータリー南米地域大会の鋼会に先立ち・テリー外務省

内で行われた印象的な儀式の下に外務大畠ゲルマン・プアーガラ・ドノソはチリー政肘を代表して

J†エトマックロフリノ会長及びジョージ・R・ミーノズ事務魅良にテリー〝有功熱音〝を扱けま

した。今回の叙鮎は幽際ロータリーの由瞭理解の嗜適に放ける樽かしき成東、及びこの日的に貢献

した両孟‡の個人的功韓を認めたものであります。

世界を包囲するロータリー

象牙海岸に於けるロータリー

象牙恕岸に磨ける巌初のロータリークラブは，・／タ“年その首都であるアビデアノに飴成されま

した。これは引続き閲蓮如こ放ける唯一のクアブで、現任の会貞奴はケア名であります。

象牙海岸はガーナ、ギニア、リベリア、マリ上蔀ヴオルタ及びギニア湾と鰯を頭しております。
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会場監督：佐藤　　昇君　　副会場監督：伊藤博司君

皆様御多忙中誠に御苦労様であるが，■ロータリー稽神を以てどうぞお引受敵い度い．

O上びわ魂r orni君（Ⅳ即βr仰W毎　月．C Pαぷご60椚nOr鮎的。f271）より手続

を頂いたので紹介申上げる．

peαr勇み　足〃んα几α：

鶴岡ロータリークラブで皆様にお会いするようにという，親切な御招待を頂いて有難う．

好日〟疹舟山吊と私と，もう′人のバスト地区ガ′くナーで私の友人のム廟－Gre毎rほ

ロータリー大会中日本中こ滞在するつもりである．しかし現在では吾々ほ比の旅行の明確な旅

程を持っていない．其れが明確になるまではいろんなお約束をすることはむずかしい．乍然

吾々はブラソが判り次牙すぐに連絡しませう．若し貴クラブを訪関することが出来ない時ほ

かrJo叩九度尉云r　の／友人と会うことが確かに私の喜びの′つである．貴君に会うこと

の喜びを期待しつつ．御多幸を祈る．　　　　　　　　　　　　　　　　　敬　長

山症拍転用両偏

1ゾ

○ジョーメカラクーツユ君の予定が変更されl・帝国ホテルに行ったが会えなかった．香港からの

電話で引き止められて，東京行くのが連れ， と言って来たがホテルで

ほ多分東京に来られるだろうと云っていた．私が上京した後J♂分位で家にも電話が届いてい

日限．

幹　事　報　告　　佐藤（貞）幹事

1チャーター伝達式案内　　下館（茨城県）皮C　叫月22日10時う0分より

北上RC　　　　　　埠月2う日11時より

2　倍クラブ設立案内　　　　大阪住膏RC　例会日　金曜日　12時う0分

八戸素月C　例会日　金曜日12時50分

う　例会隙間等変更一　　　　秋田栗丘Cう月1う日の例会は創立紀念

家族会開催の為17時よりあきたくらぶに臨時変更

埠　会報到寿　　　　　　　網走月C　仙台南RC　八戸素月C

◎う　う月21日の当クラブ例会は祝日に当りますので休会になります．

皐　　話

SPEAK
林業の基本問題と基本対策　　　　佐藤伊和治看（会員）

私は新入生で金島興柴の佐藤伊却治です．私のようiこ社交性に欠けた人間が入会の光栄に浴す

ることなど夢想だにしなかったのですが，60の手習と心得ますからどうぞ宜しくお厩いします．

今日は何にかスピーチをせよとのことですが常道CIナ・ト，柄Ckトム「、清隆する‘りだがロ　ク

リー精神を考えて何の自信もなく衆知しました・

職業分類によりますと私のは『木材工業と木材販売』となっています・この本の職業分類に

ょりますと木材工業は甫簡裁埼林業以下22繚販あります．

誰れでも関心の尤も深いことは自分の職業でしょう・それで今日の話の題を現在国会に提案さ

れ論轟されている『林業の基本問題と基本対策』としました一見いかめしい電大たことですが内

琴は極めて簡単です．然しこのことは木材の需給，治山治水に竃大関係あり然かも大きな問題で

一通り論じても2時間やう時間では論じ尽せないことですが極めて要約してそり唱了だけ結論が

りと′LP－1√▼一考トンr Lもある人がなと考キ＿「r戴きたいと思ったのです．
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このことは所有棒に関係しないから憲法違反にはならないし供給は必ず一定し従って憧格ほ

安定する●政府が適正規模といっている・叩歩乃棄10町歩で鳩伐計童は絶対不可能で

す．政府案博輪伐計憲ということは一貫もいっていない・全く不思議です・こんなことでど

ぅして需給関係を安蕾しようというのか理解出来ない・山林所有者は多くの人がこの輪伐計

書を契凱ています■それは経済舵も有利だしヰ多少なりとも山林というものが公共の福

祉に電犬な関係があることを永年に亘って自凱ているからです私卯戦時中は別として厳

鴫伐を実行して来ました・現在量を少しづやでも増加する程度に伐採と穐林を実行するこ

とです．山林所有者の最たるものはパルプ会社です・次が細山特で≠数が少いから紳

植林その他管理指瀞！出来ると思いま丸

く2日球道の思いきった鱗です・林道・隆越林道を思いきって解すること鮪このこと

は政府案にも多少ふれているが，山村農家に貸与する莫大な資金をこの方面に向け，醒菜

道路観光道路報本的施策を行うなら山林と山村の発展は凱て待つべきと考える・

飛凱たことで演のはや。の夢物酢似て来るかもしれないが東京では今頃時差出勤な

どとわめいているのは現在のよう鰻業が改新的に発達する前碩藤新平ではないが道路輸

送機関等を抜本的に鼓備することを怠らなかったらこんなことはなかった・人口は化が凡

べて中央に集中済頃時差出勤だなどいってわめいても笑うべきでしょう・会長さん初め皆

さんのスヲイド写真を見て驚くことは建国はどこも抱合に騨していないということ道路

の立派なことですつくづく感心して拝見しまLb

東京タワーは兎も角として人口世界オ1の東京はェジプ膵金字塔があ。ギけヤにアテ

ネの鮭があるよ㌢なものにな。つつあると或る人は言った・道路輸送榊の抜本的発馳

新しなければ大工場の設備だの産業の地方鯛だの文化の地方飽などは鮒にあり得な

いと患います．山形までう時間哨酌かかるような全く馬鹿気切ったこと締気でいるよ

ぅでは，東北紙代義士など努等人物の集酢はないかと息はされる・蹄こそれて組し

ましたがこの林業の藤的蹄という一点は所得倍増のスローガソにとらわれて1票1票を

ねらうさもしい伽がどこかにもやもやしていないか治山治水批木材資源に雪穴なる関係

ぁる対策はいやしくも我が愛する自民党ともあるものはもつともつと澄み切った精神で10

ヰ20ヰの計を樹てても細一筋軒先生が外国から帰えられて日本の山野ほど美しいとこ

ろはどこにももないと言われています・会長さん達も御同感と思います・孜々国民はこの敵

簾には充分の掛）を払うべきだと考え緩々申し述べまth

最后に一言つけかえさせ傾きます・私の金融興業では，立木適材濾材・家具書家庭

阻品等衣食住の中の住の関係物質を払つかってお。ます・この頃店員教育の為にセールス

プロモーツヨソービューロー蛸い店員2人晩達しれたら，南佼卒凱たはかりの店員で

すが，店員とは蠣様相晶を与えて社会に挙止するもの也という瑞を覚えて来ました・

ロ＿クリアソスビリツほ持って勉強致しますから何分よろしくお願い致しまも

その＿他一

淡雪が少し降った・年次総会もてきぱきと運営され，阜蕗も充実し内容多い例会となる・1八ホしこフナ．？．∴∵二二十二二二二二∴’一一’一二二一・一∴ニー‾椚‾‾‾‾‾‾■‘▲‾‾‾‾　‾▼

献立

（ニコニコ）纏生祝　佐藤（仁）君←佐藤昇君，窟酎栄）君，大野君，田中君
遅　刻　斎藤（栄）君
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会員遺衡委員会，職業分私委員会，政争の方々は後程お集まり叔い度い

次年度会長　三痛岩次郎君より

会友に推薦され誠に恐縮である・暫く熟考の粒栄ロータリー精神，依頼されたことは引受けな

ければならない・という不文律によって皆棟の億支援を期待しつつお引受けする．

心から御指導，御鞭連をお麒いする．

幹　事　報　告　佐藤（貞）幹事

′　インターシティ・ゼネラルIフカーラム J月／9日／♂時より／7時J♂

岩代熱海町（盤越酉線）／カホテルに於て行われます●（ホストクラブ都山RC）

当クラブより小花君，三井君，佐藤〔貞）君が参加します．

2　地区協譲会（第J∫J地区）

ダ月7日夕時J∂分よりダ月gU／七時まで仙台市大町，頼泰軒に於て行われます．次年度会

長，副会良，幹争，副斡争が出席を葵します．

J　会報到着　　ニューブラウンズクイックR〔】

函館東，青森，花巻，塩釜，郡山各RC！

ダ　理学会開催　例会の前後各／時間，ひさごやに於て淵催．次の単項を協議した．

出席者　小花君　三浦君　早坂君　大野君　安藤君　柴田君　佐藤（兵）智

レ）会員拡大　（カ　本牛皮上半期決鼻書を再審可決す．

出　席　報　告　　　谷口署　　別　項

スマイノし報告　　五十嵐署　　別　項

阜　　話

SPEAk 牽強琴草魚寧勲；？．t誓　　　佐藤亡太郎君（会員）

「石油産業の将来について」のお私をいたしたいと思いますが，まず石油の短音や製云工程と用

途については，皆様御認蘭のことと思いますので省略させていただき，石油と私達の生活というこ

とを一言申し上げ・その後に石油統計の資料を皆様に御説明申し上げたいと思うのでございます．

まず我らの社会文明度をはかりますのに，ある時代は砂糖の消費量によったとか，又電気の滴費

畳を用いたとかでありますが，近代においては石油の消費量によるのが良いといわれています．

しからば，もしもこの石油がなかったならばを卸値像ドきい・われらの家庭の料知こ，醒房に不

便となり・農村や工場の坂城も止まり，石炭止よりは一塊の石炭も出なくなり，ス白銅車や飛行機

船の機軸がとまってしまうのであります・こうして見ますと，石油が私達の生言に虎立っているこ

とは大変なものです・石油がこんなに大がかりに生産され・消費されるようになりましたのはわず

か′♂♂牛の歴史にずぎないのであります．

今イ糾本の産業の生長率を比戟いたしますると・自動車は′錐閲に柏という子藍をたてている

そうでありますが，我が石油は／♂年牒翫こダ倍と考えております．

もしも一瞬に石油が出なくなったら考えていただきたいのです．

暖房のきかないビルディングで凍死する人が出て来たり，アスプアルーの卓蕗にわらじはきの人

1山
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／J　石油スヤープ，コンロの火災原の発生率

附　（カ　消費税

は　所得倍増計画とガソリン税との的係

そ　の　他

増大が多くなって来てめっきり春めいて来た．「ロータリーの友」、ブ月号配布さる．

SlV目しEBOX

（ニコニコ）

会員の慶憂

本日　の献立

張君，奥さんが学位を受けられたので．

張君の奥さんは比良胃癌の研究による論文に対して，医学博士の学位を授与され

た．　　　　　　　　　　拍　手

・酬棚や

まがれいの刺身　　　　　　　　′えびのはんぺん

（
釆こくあん

うす塩鱒の焼物　　　　　　　　＼みつ果　すまし汁

引用の価値ある引用句

御　飯

私は単に個人的な地域社会だけに止まらず，延いては世界地域局二会全般にわたる長く且っ誇り蒔

き奉仕の伝統故に，由際ロータリーに敬意を庚する上に緑別な喜びを感ずるものであります．

国際ロータリーの持つ由と人々の尚の，より緊密な捜解をもたらすその力は，長い間世に認めら

れて米ました．そして新しい挑戦，新しい閲題が不軌に起りつつある世界に於ては，幽艶ロータリ

ーが出際理解と世界平和を企図するそのプログラムを推進する串は特に重妥な挙であります．

ダグラス．マッカーサー二世

駐日米幽大便
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花君，佐藤（貞）哲，三井若のJ名が出席した．その協議内容の妥点は次のようなものである．

☆　フォーラムリーダー真崎健夫君より　此のフカーラムは位付きない会員，出席義務のない一般

会員が櫨鹿的に出賭して，勉強して頂くのがその本来の巨的であるというお弘あり．

☆　ホストクラブ郡山R（ほ長金森五郎署より　此のような会を気軽にやれるように実質的に質素

に運営し笈い．今回はそのように努力した．

亘佐々木ガバナーより　本年はJ県合同で此のフか－ラムを行ったが，人数が多くなって無理が

あるので，釆勤まJ県，その豊軍には／県単位でやる予定とする．（種々討義の籍果決定）（来

年は山形と秋田と共にすることにし，後日秋田と協議して開催地決定の予定）

ガバナーの公式訪問で行うアツセソプリーはガバナーにとって一生一代のことであるから，成

る可く盛大にやって頂き，晰会長ガノミナーなども必ず出席して頂き良い．

☆、クラブ奉仕討議では

◎　ファイアサイドミーティングはJ名以上集まって随時気軽にやること．

青森の阿部君は友人とj名でワンターフカーゲル智恵矩㌫

アルコールの勢に乗ってR工会長に手紙を出したらその返書を貰い愉快だったと．

若松fOでは趣味別の集会をやり，ファイアサイドミーティングにするという．之に対して

その幣害が起り易くないかを懸念して真崎フカーラムリーダーに質問した処，アヤテクリヨン

がないとなかなか人が集まらない傾向であれば適当にやって宜しいとのことであった．

◎　ロータリー記録の使い方に就いての討譲では， 英文の和訳は宮脇バスIガバナーがR工

同君も非常に努力

い文章になるように改善されるであろうと，佐々木ガバナーから

ロータリーを敷解するにはやはり英語を勉強 うに努力して行き炭い

☆佐々木ガ′くナーよや　来る∫月の東京国際大会に際して平RCの佐川君という洋駅屋さんが，

天工会長MrJ封d Me　もau紳ユinに日本特有の生地で洋鞭を作って贈呈する交渉が経っ

たという報告あり．

☆　国際奉仕討議では

◎　石巻ROの文書交換による

◎　仙台RC 観光を紹介する英文のパンフレツ

各RCからヱク♂♂円程度の寄金をすることに決定す

◎　上山RCの葡萄酒鮎をやっている会員から海外から来られ

合い鑑い希望があり，ガバナーの許で按渉中であると

†を作ることにし

と個人的に会って話し

反対に海外の銅材関係の職業の人から日本で同業の人と会い－，取引きもやり笈いとの希望も

あると．

☆　職業奉仕討議では

◎　泉崎プカーラムリーダーから，奉仕とは，′　心構えとしては他人のことを思いやる．

J　実行としては他人を助けて行く，

此の煉鮎に合っているかどうかを考えればよいのではないか．屈主は便細入のことを，使用

人は雇主のことをお互いに考え合って行けばよい．

◎　ダつのテストの活用の論もあった．

☆　社会奉仕討議では

ワンダ‾プカーゲルの話があり，北部J県では詳細な立案計画があり，青森RCの阿部君がお

出で鱒なり・そのパンフレットを配布して説明す．北部J県では今年から実施すると，南部∫県

では尚充分検討して来年から参加するか？之はロータリー会員の早業場に働く人々に限るとい

うことになっている．

犠
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も包合した総合的なマーケッティングの

J　計数意欲－腹芸から計数へ－宿泊は商品として明確納得のゆく取引0

ダ　組織意欲一個人から組織一個人の経営から組織濫依る担当責任の創意を生かす経営0

∫　人間性意欲－主従制圧から新しい人事管理の確立一一他業界よりずつと遅れをとっているこ
▼　　ノ　ー

野点の画期的な改善。

以上の∫点でありますが更にこれは経営者の経営セ㌢スの改善を基礎として望まれているのであ

ります○

以上要するに観光事業は吾が国として将来を期し、積極的な国の援助を必黄とする重大産業であ

り．この産業と不可分の関係にあるホテル．旅館は充分な国家の育成援助を又焚くべきものであり

まして、時代の流れは交通機関同様に公機関としてホテル、旅館を必夢としているのでありますか

ら、その繁栄を期すべきものありと考えます。

更に吾が国輸出貿易の関税レヨク壁の調和剤として、観光収入を考える必要もあると云う事はt

駐米朝海日本大便も述べているところであります○

今や観光事業は日本国民の絶大な認識を必要していると思います0

そ　の　他 お彼岸過ぎてめっきり春らしく暖かくなる。

話題はJ‘臼

例会後理事会

SMILEBOX

（ニコニコ）

会．員の慶▲菱

長谷川君

阿部君　バッチ忘れて。

長谷川君　坊ちゃんお誕生

本　日　の献立

定食ラyチ

．（．イモ空軍ィ．そ．）

紅　茶

デンマークに於けるロータリー

豚肉入グラタン　　　キャベツ

牛肉素焼　　　　　　野　菜

ヂンマークに於ける最初のロータリークラブは、ノ92′隼コペンハーゲンに於て緯成されました。

現在デンマークには′′よのロータリークラブがあり、その会員数は鴬♂2′であります。

デンマークは立案君主制の国でアクセル殿下は、デンマークにあるJつの国際ロータリー地区の

名誉ガバナーをしておられます。
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（〇甘斑叩）暑一群革

誉夢憎（国）牡等

制覇の官尊牲
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吾々は忙しい仕早をもっているので、′♂♂％の出席はむづかしい。ガバナーは週一回の出席が

出来ないような事業家は敏腕ではないという。静岡では出席率J∫酵などという人があった0

木曜は東京北RC上野松坂屋での例会がある○その受付で登録だけやってすぐ帰ってしまう人も

あるという。よく考えてみなければならない現象である○

山形RCでは当初は親睦を巨的として普通例会では半数位、ブイアサイドミーティングでは常に

酒が出た。しかしその後考慮され、頃は止めになった。乍然昨冬の7月頃から月初めのお誕生祝を

散会に、／人当りお銚子に半分位の酒が出てほんのりとすると、親睦の為によいのでまだ続けてい

る。

出席と親睦を兼ねて近隣クラブとのマージャン会など、趣味を生かして会合し面白くやっている。

少々やわらかい方面だけ申上げたようであるが・此のようなことも実際に即した方法の／つである。

報　告　佐藤（貞）幹事

′　チャーター伝達式案内

北上、水沢合同チャーター　　ダ月≠J U／／時より

小野RC J月7日／2時より

十和田RC　　∫月／JH′♂時J〃分より

j　例会場変更　豊田RC、列会場を束海銀行豊田支店に変更

J　新クラブ　泉佐野RC　例会木曜′J時Jク分

ダ　例会休会　東京銀座RC　ヶ月が臼は祝祭日の為休会

∫　会報到着、東京、日本橋．弘耐束、八戸束、湯沢、山形酉各RC

出　席　報　告　　田中君　　別　項

スマイル報告　五十嵐宕▲　別　　項

卓　　話 r本庄正宗出現の地J　中台言郎署（会員）

元卸J年酒井忠勝公信州松代より入部せらるる前の時代に話は逆上ります。

武藤家の初代は庄内物語に武藤展頗源平合戦の折捕われ、梶原景時に預けられ、弓馬の達人なる

為赦免あって出羽国庄内を賜う。とありますが東鑑九巻によれば文治∠隼／′月7日．御入洛行列

説明の中に御調度懸武藤小次郎資頬とあり、農頼は資頬の誤りと見られています。

頼朝に選抜せられて庄内の地頭となりました。それ以来′9代車蹄の時代になりますと天正元年

義臣．家を継ぎ尾浦城主となりました。性剛勇にして諸勇を好み暴虐にして権勢を誇り領民塗炭の

苦しみあい人心離反して、慈屋形と称へ、領内の農民徒党を組み、不穏の極に達したと伝えられて

います。

之武藤家の没落前兆であります。最上義光、越後の上杉両雄時来りなはと準備怠りなかったと思

ゎれます。武藤家の重臥束禅寺筑前は束禅寺城代（酒田）、鮒森蔵人は大梵寺城（撃岡）・この

二人は最上家側に通じたる者であり、他に念珠ケ掬鋭台、及び小国城代の小国因幡、又一人武藤家

の城代佐藤備中の二人は上杉糸である村上城主本庄棄民派に属して最上、上杉両雄の二派に別れて

抗争して居りました義勘こ子が屠ない為、上杉の家臣勇将として聞えた村上城主本庄繁長は其の子

千臍丸を養子とする挙に成功しました。千勝丸庄内に入り烏帽子名を四郎次郎といい武藤の姓を帯

び／7才にして上洛、左京太夫出羽守義勝と名のりました。

一方大梵尊城代、耐森蔵人、東禅寺筑前等は義辞の暴虐黙し難く、農民等と力を合せて主たる

義臣を征し切腹に至らしめました。時天正′J年J月であります。然る後義臣の弟、義興をして跡

巨相続せしめ．上杉系よりの香子義勝を害さんとして画作したのでありますが、上杉側にとっては

誠に立派な理田を操ったことになりました。義興は丸岡兵庫頭義興といい暗遇凡庸の士といい伝え

られて居りますが、到底此の難局を切り抜けるには容易ならざる時勢のことと考えられますが、－
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○　丸谷君御挨拶

此度転任になった。昭和∫ク隼のダ月に当地に赴任して、蒲‘年になる。当地の人々に愛情を

もっておつきあい頂いて、私の一生のうちの多くの頁が飾られた。ROの創立にあたってほ喜ん

で参加し、チャーターメン㌧べ－としてあの農協会館での伝達式の光景は、印象深く脳裏に刻まれ

ている。奉仕の活動は充分に出来なかった。

今後山形に行って直ぐにRCに入るわけにはいかないが、ロータリー精神を発揮して働いて行

き皮い。当地に出張はよくあると思うが、特に火曜日に出頗出来るようにして、その時には是非

当会場に立寄らして頂き軌、ものと考えている。どうぞ末良く卸好誼をお執、申上げる。

後任の岡崎君を紹介申上げる。出来縛れは当RCに入会さして頂き、勧好誼をお執、し度い。

O NOW BrnnGWiek ROから会報が届いた。高橋君にお願い 会報に披露する。

○　ガバナーから。東京大会の会場監督の補佐を全国からJ♂名位選ぶのであるが、不肖私もその

任に当った旨報告があった。出来る丈努力して大会運営の為に尽し度いと思う。皆様の御後援を

お駈いする。

幹　事　報　告　　佐藤（貞）幹事

′）チャーター伝達式案内　　糸魚川〔新潟県）R（】‘月／gH′′時より

2）新クヲプ設立　　気仙沼R C　例会　金曜日　　′J時∫♂分

鎌　倉　〝

白　浜〝　　　〝

水　〝　　　　　〝

〝　　　　　　　　　　〝

J）例会場変更　　岩見沢Rc　新例会場　岩見沢商工会議所剥階

ダ）例会報到着　　帯広、函館束、花巻、大曲各RC

丸谷君の送別に当り 同君の前途を祝福して乾杯。

荘　司　署　よ　り

グスI小川武臣を紹介申上げる。同氏は、ベースボールマガジン誌の漫画を担当し，此の度「横

網を巨指す松戸」の為に取材にお出でになった。北沢楽天許の高弟で、現代漫画界の高名のお方で

ある。

小川武氏のお話、

皆様の黒々としたおつむの中に白い私の頭が一つ、巨立っているがそんなに老人ではない。どう

ぞ宜しく。

丸谷さん、■ぉめでとう。

私は時革新韓にJJ串居って、裸に相撲の方にカを入れて来た。昔は写真よりも多く面いたもの

であって・′秒の旬。〟というような瞬間の動きをとらえて書くということは、なかなかむづか

しいことである。

此の度は、数ケ月中に実現する損綱柏戸を予想して．その取材にやって来た。櫛引村の村長さん

柏戸後援会の方々とお会いして、いろいろのことをお伺いした。

今日は此の会場では尚柏戸のことに就いて、何なりとお話を承り皮くて参上した。

次の横綱は柏戸か大鵬か。両者とも保守党ではある。

大鵬は社交が上手、女学生にもてる。

柏戸は社交が下手・年増にもてる。男がほれる・如烏丸

一男認莞一戸1伊勢の海部屁は昔からの大きな部屋である。答物は出来ているのである。その中に立

派な関取を迎えればよいのである。横綱は技傭＋品格である。ロータリーアンと同じである。品柏

の方は此処にお集まりの方々にリードして頂き庄い。後援会の中には関取を男妾的なものにするも

のもあるが、柏戸にはそんな櫨向がなくてよい。
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与　牲　封　印

憎等）量主旨尭望

「嬰包叩」　買主聖富
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等．傾ト　l司＋波
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謝を捧げ削、0そして唯々将来何時の臼にか貞方が再びNOW餌unswIckを訪

・れることを望んでいます。

若し貴方が此のような旅行を含めた計画をお持ちになったならは、どうぞ私に連

絡して下さい。

繰返して有難うございました。

ロ‾タリーの皆様に宜しく。
－▲－　‾＝一‥‥‥‥■▲■一一■●‥■一一日▼■＝ヽ

Geoをge∴KarakooSh

○　鶴岡市内の小中学生の絵画ダダ

此の絵画は厳選

近くNew SWiekRCの

されたものである。その中中学生並びにそ

○　当RCの手持のバナーがダ∂

製作しておかなければならなし

作製することにする

尚．東京大会の時の外来の人々との

○　会員が転勤などで退会する時に、

谷口君より挨拶

此良．職務上

「友愛の家」な

「いずめ子」の小さし

どは如何か。金被は∫♂♂∴－′♂♂♂

した写真を贈る。

で御挨拶申上る。

従来の水道部から産業執こ替り、由工、観光

い、クスなども

従米非常にお世話に

幹　事　報　告　　佐藤（貞）幹事

′　山形RC新バナー及び名古屋RC′くナー

午後∫時より伊勢屋に

J　会報到着　青森東、宮古

農林水産、企画とし

ことケこなる

出来れば宜しく

こ－こ

協議の鞍果

な在駐にするか。

う方面を担当し

花会長交換）を妓扁

日（木）の例会はクラブ7プセンタタ

、新発田．川崎各RC

ダ　国際大会で歌われるソングを吹きこ

です？．＿

∫　国際大会の模様を撮ったスライド（

んだレコード

に完成してあるもの

究∫共卸希望の方は至

‘東京大会に唄われるソ

族の方々も多数初出脂

スマイ几報告　五十嵐署　別　項

人下さる棟顔し

して亘ります。南面′枚ク∫β円

√扶杓∫♂

出席報告　田中君　別　項

三浦署（次期会長）「地区協議会に出席しⅥ

我々が次期故貝として行う可きことを教えて軌、た。

次期ガバトになられる盛岡の佐藤君は山形県にはク月末にご焉する子宝であるが、鮎、酒田は

そのコースに入らないで其の後になり・時期未定とのことであるコ

此笈の協議会で教えて頂いたことに基いて・出来る丈長く我々の会の毒嘗拍さように努力する積

l

　

島

1

b

l
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さ二　号　の　　　豹等姐

自　評y d　等値

（£粥t・EZl rIはエ）

毎迎撃等工単幽領

地常磐里幽領却覿叩
娼簑圭

上皇4●一石多一口凶鞍
■H●■■…■■■■▼■■■■■●●■■■■■■■■●■Mt■■■tt－■●●●■●－●●●■■■■■■■仙■■■■■一日－tt一■■■■■■■■間■●■●■■●tt■一一一■●●■，……t■－，←■一一■…■■■■■■■●■●■●■■一■→…叫■■■■●………………－■一一●1…■川…………t■徽■●■●●

謡勺野球芋粥寄切　の

車頻（曾）型寄　　与　鞋垂　城

1脚ギ量仔堺腸〉1耳

、渚事由賢母Ot学、1屯苫4立．コ

〇、1乱封丁由堆尉

耳OT凪日unJE　血㊤Ⅳ罰射也を

マ彰士昔々辺日クrg∫

；場ユ音速む等寄附埠母野撃尊甘童0習鴇諸　0

0曾享コマコ管やユ1〉

虐酢￥膵割0－

、1、1等つ4才塾マコ

≠〉′勺等1割蕗受クβ′－イ〉′　○

管上智掛長髪等くン屯罰立間坪G rDは

転二時掛0コ‘立か1導引尊号冥蔓

臓を亭g詔剋療堪、¢屯罰空地7－17、1三甲等￥遭第　〇

0、1．有り尊宅マ

膵管、ユくン屯コマつきVg開寮勺咋刃rrr羊寸等春蚕一首才一a O
▼　■　▲　▲　●一　●一一・一一　一●一一一　′　■　●一　■　■　■　■◆　■　■　一

一才一存諸（冒〕郵瀞　　　　　　　　　¢軍曹革製巾

匂膵辺利昭をJ一にバ

エ‘0‘皆　々く石　　　　　首等恕中

登許の官尊拠

専　　　瞳

0㌢こなマ �委 ∠ 夏 �！％∠r即 �t喪封間諜暫 �軍 警i 匡l 燵 
守一 �増刷開平劉 

牙r方軍冒等、坤宝等許事当、梨叩‾謹告￥ 　　　　　豊第台 ��％∠∫才才 �療封閂回捷 

痙！ �％／’ヲ∠ �療　封　印 �制 間 
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き　中　田

（旨等）達主旨七生

「望①叩J　買主豊富

‾－仙日r　首∫　‾－
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、1寒「侶　劉

（祈）ヨ∫r打方鶉′7°′

寄　港　拳　闘
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ダ月J，日（土）・∫月∫日（水）・∫月∫臼〔金）は夫々国民祝日になりますので、この日

に当る例会は休会となります。県内クラブでは天童RCrダ月2，日）、山形RC及び酒田RC．

（∫月J日）・新庄RC、上ノ山RC（∫月J日）が休会となります。

伺　仮クラブ設立案内　東京王子RC、例会臼、水曜

例会壕　上野棺養軒

（功　会報到着　東凱束京北、能代、湯沢、酒田各RO

′2時J♂分

（珂　例会後約′時間に亘り・告際大会参加者の弟合会を行う。出席者“名

三浦君（次期会長より）

○　東京大会記念切手について東京ROから連絡があった。

日の記念スタンプをおす。今月末ま

CI

切手と切手カ

て下さる。希望者は後程幹革ま

まれ圧い。

先日地区協議会で勉賭して来たことを′～2申上げる。

◇　参加者的J∫β名、各鋸からj～J名の出席であった。

◇正面の雛壇にはバス用バトが∫～‘名並んでおられた○ここ数年も経ったら尚見事で

◇　会員遠祖の時理事会に決定権がある。異議ある人は書血で申入れる。臭議申立が′名であ

れば拒沓され－J名以上であれは異議を認められる。

◇　地区の費用は各会員隼‘ク川納入することになっている。

此はガバトーへの紀念品贈呈・名毎の国旗の調製一各種の表彰、映臥スライド作製一地

区内水ーラムの費用などに当てられる。

◇佐々木ガバナーが此のような会合には出来る丈美味しい物などを配慮して、出措すること

に喜びを与えるようにし軌、と云うふうに申されたが同感である。

尚同ガ／くナーから

◇　ビジターに対しては特に歓迎の意を表わすように努力して欲しいと希望された。

◇勘こ例会場に集まる時間をもう少し早くして・雑談をかわし、親睦を計るようにと奨めら

れた。

出席報告　田中君　別項

・金持（国）君より　例会を′J時に始めることにしたら如何か。

小花会長より　　全員に諮る。、

／J時からという公的な会合が多いので・／2時からという掟案に賛成の方が相当あ

るが・現行の／2時Jク分開会の方に賛成の方がより多数である。

今後尚検討することにする。

安藤著より　加酎こ山形で賢者先生にお会いした。非常にお元気であった【駕岡にも是非お伺

いし皮いがなかなか忙しくて行けない。那Cの岳動掛まよく認知して喜んでいる。皆榎に宜しく

お伝えしてくれということであった。

小花会長よ。　鞘先生の「蔵王のおかま」という本か出版されたので、希望者には感けられ

安藤君よ。　観光レーズンとなったが・各旅館などに観光客の中のロータ卜アンの為に我

ROの案内のポスターを掲げる計画があったのを実行に移したら如何。

：会場に諮。、篇細田鵬に研究して頂き・親睦・ロータリー情報両委員会で具体化すること

に決す。
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（腋踵卓）呈被領地梨

皇室望袈彪・習硯一中田

昔　等　む、「′

一　夕　言＿コ

1＋ヽ：・身
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清書より　　次草炭の理事の方、例会後少時居残られ畏し。

幹事報告　佐藤（貞）幹事

／）年次大会〔／ ，‘／単一′，‘J隼）案内

第J‥地区年次大会　開催日　夕月♂日－，月′♂日　チ梯酪盛闇市

第∫‘ク　　〝　　　　〝　　9月JJ日一夕′月J∫日　　〝　富山市

希J∠∫　　〟　　　　〝　′♂月‘日－相月ノ√日　　〝　福井市

勢∫‘♂　〝　　　〝／♂月／J日′♂月′誼㍉J右帥市

凱初日は郎攻袈談会で督録科仏和円・あとJ臼は大会ですが登録料は地区内j♂ク♂円、

地区外j∫♂ク円となって屠ります0是非多数御出席下さいますよう㈲軌い致します。

J）　例会場、例会時間等変更

レ）上ノ山RC・∫月′2日（金）の例会時間を同日牛後ダ時に変更。

rJ）京都・常都南、京都北・京都酉各クラブの例会場及び例会時間は国際大会の棺後に於

いて（多数の海外ロータリーアンの来訪が予想される為）夫々変更されますので．此の

時勧こ之等のクラブ訪問予定の方は幹事へ御連絡下さい。

J）　会報到着 大館、大阪北 帯広各RC

○　ダ月出倍率／♂♂％の方J′名　おめでとう。記念のハンカチ贈呈

大野君（社会奉仕委員長）より

旧市内J中学校への植樹の件 市役所土木課との連結もすみ準備克√した。贈呈の具体的な

串は委員会で尚立案中である。

卓　　話　　　田中一松氏

只今紹介にあずかった田中である。

（璽乾草哩御縁）‥瀾

今度敦痘博物館が新館を完成され・昨日開館式が行われた。とりあえず参列した処，今的一

夕リークラブの集まりがあるから何か話せとの御命令なので・何の用意もない為即興的なものに

なることと思うが、J♂分はかりお耳を拝借する。

なかなかよいお話を思いつかないが・一昨年日本の古美術を携えて欧州に行き′ケ隼ばかり向

うを梱って来たときに感じたことを2～Jお話する。之は日本の政府と各国の政府の間で協定し

て日本の古美術を持って行って展覧会を行ったのである。

各地で′ケ月半ばか。展覧会を行い・J～∫ヶ月滞在した。会を行った処はバリ、ローマ、ロ

ンドン一八一グである。

パリに行くと日本の画家達が約′♂♂名位居って毎日のようにその人々と会って居た。そしてそ

の人々の絵の展覧会を行うことにした。パ八には青垣大使が屠って絵がお好きであ。・いろ漂

お世話下され・パーティなんかやって皆喜んで屠った。

私もその展覧会に招かれて行って・日本の若い画家達の作品を観てなかなかうまいものだと感

心していた0今の処日本の芸術家はバリに行かないと洗礼を受けられないりな状態で、向うに

行って来ると俄に売れ出すというような状態である0しかし・向うに居いても相当有名な人もい

た。此の展覧会の初めの日だったと思うが・向うの批評家や芸術家を招いてパーティをやった。

初めのうちは向うの人はお世辞がうまいので、なかなかうまいものだと褒めていた。

褒められてはかりいても物足らないので・大分皮も更けてからその人々をつかまえて、ほんと

うの処どう感じたか・と改めて聞いてみたらt批評家の／人が立上ってそれならは′つお尚きし

笈いと言って質問して来た0それは「我々は此の展覧会に招かれて拝見し、非常にうまいものだ

と思ったがしかし・比の日本の人々の作品の中に「一体日本があるだろうか。

之は日本の展覧会に来て見たが・そこに日本が不在だということである。

」というのである。
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しかしながらその後が間勉である。此のような立派尤フイルム芸術はその後日本でどのように

発展して釆たか．という質問である。之にははたと困ってしまった。′ヱ～′J世紀には此のよ

うに立派なものがあったのだが、その後だんだんすたれてしまって遂になくなったeというしか

ないのである。向うの人の考えからすれば、芸転科翫融歴史の触ねの産根が那花を

咲かすものと考えているのである。そのような立派襟も笹をむざむざと捨ててしまったというこ

とは民族的に考えられないことである。此のような立派な伝統を先程申上げた在仏の画家の展覧

会の何処に認められるか、いうふうなことになるのであ考。此処が大きな問題点である。

もう′つの話題は、カランタに行った時向うのホテルのテラスでテレビをみた。向さの人が・

田中、お軒の国にはテレビはあるのかという。日本ではもう殆んと各戸にあるんだというと、お

前の国は戦争に欺けたではないか、そんなことがあるかと云りて非常に勘、ていた。

そのタレピを見ていると日本の情勢も映っていて、巷で子供がフラフープ●をやっているのが出

ていた。之は欧州のどこかでやっていたことがあるが、日本ではそれが猛烈に流行した。そして

我々が′ケ星後に帰軋た配はもうフラフープよ凱見当らなかった。Lj本人はいろいろのも

のに取付くということが非常に早い乍然．之を捨てるのも亦早い。之と似たようなもう′つの話

はロンドンにいる時．パリから日本の婦人がやって来るというので会って見た．ら紫色のコー†を

着ている。之はその当時パリで流行していた鼠ので・呉線もロンドンの英国婦人は殆んど着てい

ないのに、ロンドンにいる日本婦人は着ているようだった。東京に帰って見たら、・やはり少しそ

の緑の肘を着ている人があった。奉じて閲も準く見られなくなったC此のように日本人は新しい

ものに射寸くことがうまいが、治てるのも亦早いということを云わざるを得ない。

又′つ非常におかしなことがあった。

バリの近代美術館から新しく出来た印象派美術館を見に行くことにした。バリは不案内なので

同僚の東大教授の人が日勤車を持っていたので、それを借りて若い留学生の方が運転して行って

くれた。

レヤンゼジゼーの近くの処にあるその館の近くまで行ったが、．なかなか帝を置く処がない。駐

車してよい処は既に卓で－はいである。ぐるぐる堪って見たが置く処がない。∫時の閉館まで′

時間見られると思って来たがもう∫♂　しかなくなったので、学生が仕方ないから先生降りて独り

で見て来て下さいというので、富貴が少し不白田なので学生に案内して貰う積りだったが、仕方

なしに独りで見て来ることにして、その学生の方はその間ぐるぐる梱っているという。漸く見終

って出て釆たら．彼がすーっとやって来て乗って帰った。そのことをあるフランス人に話したら

今パリでは急ぎの時にはノ、イヤーか地下鉄などで行く0そして用がすんだら家に電話をかけて自

家用車を呼ぶ。そこで始めて自家用車が役に立っのだという。

又ローマでは或る画家と親しくなって、彼の象に夕食の招待を受けた。白分の幸で迎えに来て

くれたのせ同乗して行ったが、彼の家の近くまで行って見るとその廻りがもう車で一はいで止る

処がない。暫く廻っていて漸く少し離れた処に駐車して少し歩いてその家に有った。その時彼は

今ヨーロッパでは比の様に車が溢れている。貴方の麹では此んなことのないように注意しなけれ

ばいけないよ、と云った。

さて、日本に帰って見るとやはり大変である。私の処には車にして車はあるが急ぎの用の時は

融馬や国電や地下鉄など電車に乗るのが一番よい。卓で行って宮城的などで引つかかるともう本

＿冊位厳偵りでないと駄巨である。。一夕ジーの時間的なお約束など到底出来ない。

此の棟に日本人は新しいものの吸収力は非常に強い。このことは決して患いことではない。非

常に結構なことなのであるが、文化とか芸術とかその他のあらゆるものに於いての自分白体とい

うものへの確立というものが先に出来上っていないと、又それに追いっくような′つの操作をや

通
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貝となった為に皆様と此のように親交を得ることが出来た。皆様に感謝すると同時に、ロータリー

そのものに感謝するのは出席が時間的に厳守され，役付として責任感を持って出席に努力し、それ

を遂行出来たことの喜びである。

他地方のRCにもメークアップしたが・此のように和やかな雰囲気の処はあまり見られ巧い。気

分よく活動している。どう考えても鶴岡が一番よい。

′過に′回会って食事すること。その食挙は非常に大切だ。先般上田RCではおにぎりと他にダ

少のものが出たが・何だか等務的な感じだった。此処ではその点非常によい。ほんとにいろいろお

世話になった。

米沢でも会員になれそうなので、今月中はこちらにおいて頂き、来月から向うに入れて頂き、j

串間／クク％の出席率を達成し震い。

当RCの御発展を心からお祈りする。

～、′・■・】－～　河村君の御盛運の為に乾杯　～・．～′・■・一，・．、一

記念写真r張君）

小花会長：喜RCに長くお尽し下さって他に転出なさる方々に記念に差上げるのに丁度よい品が

あったので差上げる。「竹塗りの花瓶」贈呈。

○　賀斎先生から絵兵書を扱いた。八丈島からである。同島の温泉ポーリングに成功し

もたらすであろう という旨書いてある。

O J月∫臼陀ニ∫中学校に括樹を行った。「そめいよしの桜」ダ♂本を植えた。

役員・社会奉仕委員が出席して植樹を行ったが、とりわけ第一中学校では殆んど全校生徒が参

加して、非常に印象的な演出で行ってくれたの た。確に今後あの若木がすくすくと伸び

てて行くように、学校当局と我々と協力して育てて行くように約束した。

出席報告　　田中君　別項

幹事報告　　佐藤（貞）幹事

′）　年次大会報告　J∠♂区の隼次大会（／，‘′－′，＝半荘）が本年g月27日－2才日、

函館市に於いて開催されますから多数御参加下さい。

J）　国際ロータリ ー加盟承認 大阪淀川R（コ、例会一金曜日′2時∫♂分

下呂ぐ岐阜県）打C、例会一土曜日／J時∫ク分

∫）仮クラブ設立案内　　島根県、出雲大社町　大社仮BC

ダ）例会日変更　　　名古屋東RC・∫月27日（月）の例会を∫月27日は）に臨海賛更

例会場及び時間は変更なし。

∫）　会報到着　　　　　函館東、横浜西

手に手っないで¶

三浦君（国際奉仕委員長）より

NeW BrunSⅦ’ickRCの国際車仕委員長ジヨセフ　玄クラー君よりの手紙を披慮する。

〔耐会報に掲載す可きところ紙訪力都合により今回に堪り．おくれたことをお詫びする。会報委員）

鶴岡ロータリークラブ

国際車仕委員長　三浦岩治郎棟

御返事がおくれてすみません。おゆるし下さい。

ニュープラクンスクイック　ロータメークラブの会見達は、鶴岡ロータリークラブと

姉妹朗係にあることを大変誇りとしています○だから私達は今後益々この友情関係を続

けてゆくことを心から期待し望んでいます。私達はお互いに他をよりよく知るならば、
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幹事報告　佐藤（貞）幹事

1　国際ロータリー加盟承認

的　秦野Rc（神奈川県1

帥　堺南R C

H　田原B C r愛知県）

国　三田R C（兵蹄県1

2　地区大会案内

370区　開催地　熊本市　前夜懇談会10月20日　大会10月21日～22日

き　例会臼臨時蛮東

東京幽北RC　5月日日（月曜）の例会は国際大会の為8月2日（金曜）に臨時安更

4　会　報　到　着

八戸見・弘前鬼・仙台南をR（】

5　ロータリーの友5月号‘頁から8頁に亘り

項が詳しく記載されて店りますから 出席の方は出発前よく読んで下さい

三浦署　も欠期会長）より

次年度の理学，役員，委員名簿を発表配布する．皆様御

するが，どうぞ快藷きれ，大いに活躍して頂き度い

鬼京大会後に予算編成など協謹する予定である．

出席報告　田中君　（別項）

繁忙であり

小花会長より

欠席が桶々如、傾向である・どうぞメークアップを励行して頂き軌、・欠席の場合前以って御連

絡下さることも励行して頂き度い．

会報委員会より

第96 会報の出席報告欄の確定出席率71 毎％を和．48％に訂正．4

92回例会となっているのを第殆回に訂正下さるよう和頗いする

小花会長より

5月封）日の例会の司会は誰方にやって頂けるか確定出来ないが

員の中で規定に従ってやって濃き軌、

卓　　　話

S PE AX

各委員会活動も当日出席の

r山　の　話J　　　石拝　貞吉君

月18日の例会のものが，帝

出席なきらない会

々でよく遷宮して頂き度l

山に関する詰をとの事ですが月奇聞から見ましてどんな話をすればよいかと思いますが，山に

行かない方又は山に行く事のある方から時々如かれる事のうちでスポーツとして山岳競技はどん

な事をするのか又何を審判の対象にするのかと問われるのですが，皆さんのうちにもこんな疑問

をお持ちの方もあられるかと思いまして与えられた時間で徽話しをしてみます．

徽存知の串でしょうが・県綜合体育大会兼国民体育大会県予選会堂山部門は他の部門とは趣き

を全く別にしているのです．他の諸部門は審判方法が時間，尺度等で決定される樺ですが．山岳

部門まその様の事は無く県体は県下の山岳連盟に加盟している山岳会．高校体焉連盟に加盟する

学校山岳部より選ばれたチーム全体が定められた山で定められたコWスを如何に安全でより楽し・、

く登山出来るか，困難を如何にして克服するか等の研究をしながら登山するのです．審判方法を

申上げれば，再働，技術，戟能，装備と大別されます．行動とはリーダーシップ，メソバーシップ
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哲モYQYイ　　　　現せヤむ妨　　　　管憧む鱒

寄港び　日　受

轍佃戸

蓬等聖　　達嘗＋軍払許菌
（ヒ＝亡＝）

Ⅹ0官富1Ⅰ門S

■上黎考古√ゝ′韓等QB辰■、へ十昂Y≦－

小郡射撃〉導マ国卓レ詳蛸等￥賞嘗●・へ1割今市〉昏ケ牒ミ勘鞠￥

御　0　号

0才（畢樽V）蓬詐（軍悼闇）智等址、r′

ユ・（ンつ相軍事等9習ユ（ン了つ相姦0習掌単調む宮鼓　刃宮つ憧簡璧寧叩

餌罫1遠議つ叩専らで蓬単三‘達国軍

●封W官等a艶嘉破噂也

●皐等0琴等マ二号苛つ4剖Z▲畠トl言合つ4割’ふむα管でタ、グユ羊〉安静‘Vq封

匂噂ユ￥1しょっ引卜等ロケ印忘昂坦叩凶一習練晃‘智悼照一轟笥‘￥車詔つ町轟々智等79等

マ繁等妹巷‘a匂受ヰ苫箪考圭家事国ユ1革装9時讃官学㊥与等靭0斎一本羊、里才牛革牒摘断案マ

岬、へ葦羊尋常史工塵首領樹等登り紛一、ヴ911顎骨正喜腎・小串鵬つ爛基挿考菅田匂鞘む首‘鳩‘β√

丘一髪笠封マ協‘岬9、1ユ1考1ぞY卓也菅酎叩貰■　0号敬承VY卓量卑許な諸ユ・へ密む金年目つ4

国劇間‘呼号ユ1袈梨牒習劇妻牒沌昭増丁因封筒一呼号ユⅤ宕診詣さ寧日尊書‘呼号11草Y存留無

象0ユ1執刀些朝1貰軍つ咽＃0闇等尋約9郡考蕃￥●本革官立幕営、中年礫マ有意　鴇妄洋‘叢妄
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’ヰ一貫・ユ（ン苛つ奮海鳥・皆畳封の複菅
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親愛なる小花先生

私は巣窟でのロータリー毎晩大会に出席したいのですが、それは弘には出来ません。し

かし、私達のクラブ員であるルイス．ミグジフ＝リンとその夫人は、大会に出賭し大会後は

囁尚を訪問することを希望しています。大会で彼に合い、旅行などのことを世論してやっ

て下さい阜彼は私が知っている中でも、巌もよい人でその夫人も大変良い人です。

2人に合ったらあなた達はきっと喜ぶと思います。ルイスは自動車販売業をしています

が・ポーイスカク†に特に興味をもっています。しかし．良いことには何でも関心を持っ

ています。夫人は盲人や耳の聞こえない人のために、莱常に積蝕的な働きをしています。

私達はあなたのクラブの会報を読んでうれしく思います。私達の会報もあなた達に関心が

あるように救っています。アメリカ医学会蕗もお送りしましたが、役に立っていますか。

もし役に立つならは引続いてお送りしますα弘達の末情が継続してかわされることを頗っ

ています。

何故なら、あなた運も我々も同じ巨的、つまり平和と友情を持っていると確認している

からです。私達はあなた達みんなをよく知り、また私遠をあなた連によく知っていただき

たいと思います。

弘は眼科と耳鼻科の専門医です。白内障rそこひ）の手術と聴力の回復の手術に興味を

持っています。盲人のためのニュージャージー州委員会の会長もしています。視力保存の

仕早はとくに私の興味あるものです。私は賭婚してJ人の娘がありますが、2人典すでに

鴇賭して∫人の孫があります。衝遊学をお待ちしております。　　　　　　　敬　具

∫月／♂　日

J08eph E Rユer

又咋qiマイアミの国際大会でfIOmeiIoEiPitaiityでお世話になったMiami Beuch

RCの会員も・A Young君からも愉快なお便りを軌、たので紹介する。ぐ同株荘内日報所載）

小花先生殿

生口のお手紙に対し．返信おくれて済みませんでした。私の妻と根とJ人の息子達と一

緒に国際ロータリー東京大会に出席します。そこで昨誤マイアミ大会の時からはじまった

あなたとの友情を、再びあらたにしたいと思っています。払はあなたの心のこもった家族

への御招待をいただいて、非常に名誉なことと思ってます。そしてあなたの奥様にお巨に

かかることを楽しみにしております。私はホテル・ニュー．ジャパンに滞在しますから、

ヂンワヲカケテクダサイ。キヲツケタネ。

ダ月′′　口

も　A YOung

O New Bru．nswIckRCのLo11is Migliorini

ことが殆んど確定したので

此のお客さんは大会後底

先般来市当局と観迎プランの話合をやって来た。

こともあると ので．留守を預って頂く会員の方

方で種々脇議・接渉して観蓮の準備を整えて頂き凱、。谷口君を観迎準備委員長として

役員、委員長の方々を委員ということにして

J7　日攻あたりに成る可く早く、当

君にお醜い申上げる。

幹　事　報　告　　　幹事代理　安藤零

○　ガバナー月信弟′2倍（与ク∫）が到着する。

御苦労をお願いし度い。
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阻後に出来たことになります。

その頃、土地を周旋する人々がニュープラクンズクイックに／万エーカーの土地を入手したのは

′占♂／缶でしたが、その内にノ人が他の周旋業者を圧倒してしまいました。

彼はジョン．イニヤyといい′Jgg年にはラックン河ぐ現在のアルバニー通りの璃）に連絡船を

作った。さらに彼は道鏡をデラウエア町に商って原野を切り開いて作りました。この様に考えると

的J仇ク　亀前に開拓者イニヤンは今日の繁栄したニューブラウンズクイックの基礎を築くのに非常

な貢献をしたわけです。というのは彼がひらいた道路と連絡船は、ニューヨークとブイヤデルヒヤ

方面への交通の要路となったからです。′人のパイカエアによって謙遜に始められた。ニューブラ

ウンズクイックは、その後の長い歴史を国の交通通信の巌も活気に溢れた都市として存続して栗ま

したp

ニューブラウンズクイックに初めて入植したのはスコットランド及びイギリスの移民たちでした

アメリカ開発の指導的役割を、特に精神的指導の役割を果たしたのは彼等でした。その後、しばら

くしてニューヨークからカランダ人たちがやって来ました。その後市は急速に成長し、／7J椎ま

でに無形の市として合衆国Fこおける最初の重要なものになりました。

独立戦争以前この町は、河をかかえて痘射場や商店、住宅などが堤の上にならんで出来ました。

その頃の町のめぬき通りは、現在のアルパニ通り、バーネット通りでした。この時代の市はラジタ

ン河流域、全域に住む農民たちの商業都市として栄えていた。独立当時は／∫♂♂人の人口を待った

にぎやかな梅でした。′マイル捏上流にもう　′つの植民地ヲリタン．ランディングがあっ七が、こ

こは満潮時にだけ舟封こ充分な深さであったので．むしろ満潮時にも干潮時にも大きい着をつけるこ

との出来ろニューブラウンズクイックに負けてしまったのである。

今から／，∫　年前／7∠∠隼に、この牒拍こアつの植民地大学の♂番巨のものとしてクイーンカレッ

ジが建てられたが、それは今のラトガース州立大学の植民地時代の名前でした。アメリカの独立戦

争は市を非常とこ重賞なものにしました。イギリスと軍隊をもって戦うために∴州議会がここに召集

されました。

この戦争【Pジョージ．ワレンヤ　ンは幾鑑もこの町とその周辺を通りました。しかし、市はノ77g

革～／777匂三にかけての冬、たくさんの傭兵をもった数千のイギリス革の手中におち、アメリカ革

とイギリス革の間で大小の戦争がこの周辺で行なわれました。

革命後は市は急速に発展した。ヲリタン河には最初の橋が′日　生前にかけられ、更に多くの道

路が出来た。／，世紀頃には海口汽船がニこし一一∵ヨークに向って出帆した。こうした際の中で有名だ

ったのはベロナ考でした。このクリタン河とデラウエア河を結ぶ運河は／JJJ隼（′Jg生前）に出

来て、デラウエア河からもニューヨーク港に直通する様になりました。この頃の船荷の大部分は、

ペンレルバエアからの石炭でしたが、アパラチア山脈以東のこの地方は随一の地方資源を有してい

ます。この運河は′♂7　年間最も交通量の多い遵河として．又ヲリタン河は大西洋に向って流れる

アメリカの河の内で、J番巨に交通量の多い河となりました。しかしこの運河もその′♂♂　単複に

は廃止されました。

産業主義が発達すると同時に鉄道も、この運河が開通してからaJ牛後に出来て、ニュープラク

ンズクイックはニューヨークとブイヤデルヒヤを結ぶ鉄道の主賓駅となった。′♂仇ク年代の初期に

はニューブラウンズクイックには．あらゆる交通がその事をあらわしていました。

この歴史的な町にバクヨンノン会社が出来たのは、′釣り竿〔明治／ア年）。以来7ゲ年間会社は

この伝統的な叫で出際的な成庚をどげてきたのであります。

（註）　ジョンソン会社はニュープラワンズクイック市にある、日本人墓地を修復してくれた同

市の著名な製薬会社です。この一文は閥社の社誌〔昨年′J月号）に掲載されていますので、特に

し）
′
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第　89　回例会

次　　回　　例　　会

‘月‘ロー

卓話予定　　Rエ　束京大会参加報告
■　■　■　●　●　一　■　■　－　■　▲　－　●　一　一一　■一　一　サー◆　●　－　●■　一

海外からの訪問者

′，‘′隼∫月∫粥四境
●　▲　ヽ　■　■　－　■　●　■　－　■　■　－　■　■　－　▲　■　■　■　●　■

迎歓に就いて

出　席　報　告

本 日 の 出 席 �会　員　数 �　‡ タコ名 �欠 蹄 者 �佐細君、早坂君，板垣君、大竹君 

出　席　数 �Jg名 

出　暗　率 �タク．ダダ％ 

前 �前画出席率 �♂∫．7′％ �メ �∫月JJ日　手塚習，金井紛君　　東京北RC 
回 の 修 ！正 �修正出席数 �ダ名 �I ク ア 判 �：≡：；≡芸芸芸二≡芸三三。　』 

確定出席率 �，∫．Jダ％ 

司　　　会　金持個）副会長
－■一　　　　　一1一・・・一・職一一・・一一　　　小一－■‥‥日日一■■＝●＝▼

ゲ　ス　ト 村田正俊氏（河村君の後任の日

報告及び連絡　金井副会長より
【　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘一一…・・－′一▲－‾，二．．．．－．．．＝

昨年中花会虎の手によって結ばれ－

ことをこなった

田中君より

18　Mlgllorまn

そ　の　他

本日　の献立

過支店長）

市New Brun∈；Wick B CJ：

Loui8　Mig

「羽黒」にて

ユiorin主君夫妻を

歓迎準備の幻合せを行う。

中の会員は出緒として取扱った。

駒の刺身　　　　駒の吸物

肉のうま煮 きうり洩

事務所

御　　飯

ケジュールに就

鶴岡ロータリー・クラブ

山形県鶴岡市馬場町

鶴岡商工会議所内

（TRI」123・1563）

例会　日　　　火曜　日

例会場　　　ひ　さ　ご　や

（TEL707）

／一／、
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坤迎撃等工里凶竃
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上皇〃・■一作多一日凶韓

凶暴章
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‘梁塘■群鴻Oa瞥遁凸、1凱甘露コ万一Yr呼号国膵管官立〝－1ご♂4g・へ1ユlコ兇甜

09屯コ¢掛群立をrl産別叫‘rソr）軍匂臼

軌■普娃a「背随」畳等し′♂’ア）綽0日β　〇号勘詔立間等詔閲覧ユ17暑臨空0位ひ勺t¢

〇江湖嚇直樹辿渡凍頗：宰蔓￥蓬TnTJOTTBTm　日TT10rt匂吋〇法耳〇下血9qnエg　血8Ⅳ　0

0な項砂程遠

調明き任轟々￥立摘淵守一1昭脅竣昏（諺クr）蓼讃、（謬rr）皆等羊相等￥遭革む謝W O

G　軍曹等封小　切車の野苺聾

雷　等　恕　中　　等　　　＿　』

毒口寺　　　号　韓　封　開

重畳等謬鶉許r耳は　〇法凶鞍　　空室空事

臼√′　ピタ

等　　姐　　固　　第

劉鍋日ヲ首ア鴇′ア‘′　　　　　　　　　　等値回　00t　稟
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場合は欠格による失格開勉にはならない。

○　ボーイスカウトは♂月上旬月山 七滴原で東北北海道地区のジャンボリーを行う

吾RCでは何等かポーイスカク†に扱助すること

ことに決鬼した。

0　7月から新しい隼笈に入る。其の前に各委

出して頂き皮い。

していたが

○　東京大会中∫月J♂日に上野精養軒でゐ慮外からのお客さんタ名

な愉決な会を持っことが出来た。

した。非常に和やカ

幹事報告　　幹事代理　安藤君

／国際ロータリー取次大会並びに上野精養軒に於ける外客歓迎リセプレヨンは、皆さんの多数

の御参加と御協力により極めて盛大に且っ有意義に終∫することができましたことで∴七会参加

委員として深く感謝申上げます。

同大会に於いて携行しました当クラブバナー∫ク本を会場及び友愛の家．バス車中等あらゆ

る場所に於いて海外他クラブと交換し・大いに友愛の腐架けに役立てました。

大会中に交換した次の各クラブのバナーは会場に掲げておりますから卸覧下さい。

（一同拍手）

AREqU工pA fpERロ）

SANpABLO　　　　　　　（

CAOAYANDEORO　　　（

L工pp工ⅣES）

E BROWN　（ARGENT工がA）

Ⅴ工LLACARLOS pAZ　（　　〝　　）

VAlJENT工N AIJS工NA　（　　〝　　　）

LANUS　　　　　　　　（　　〝　　　）

qUEANBEYAN N．S∬　rAUSTRAlj工A）

MAYア工ELD N．S．W r　　　〝　　）

KAOES工UNO EAST　（TAエWAN）

TA工pE工　がORT三三　W丑白で（　ヶ　）

NORTE p壬三〇五】Ⅳ工Ⅹ（AR工ZOⅣA U

B煮工の丑Ⅴ工LLE　（pENNSYLVAN工A U

BEAtTMONで　　　　くでEXAS U

MO王ほ工STOWN　　（Ⅳ

C工CERO　　　　　（工もム工Ⅳ0工S U‾

ST・CIJA工R　　　（加工CE工OAN Uβ

M工AM工　BEAC王王　（甘LO王ミ工かA U．S

以上の他は帰国後早速送るからとのことです。′く卜の到着を楽しみにしましよう。

J　姉妹都市（New　おrunSWick）米貨歓迎につし

◎　スケジュール及び市民交歓会プログラムは配布したプリン＝こついて説明

◎　市と共催で行いますので当クラブは国際車仕委員会が鍋となりS．A．A、親睦、広軌会

軌雑誌各委員の協力佑助を御敵いします。

◎　細部単項は各委員に虐接御勘、します。

J　山形県福祉協議会よりRC例会報が遵

ワましたので会報委員に蘭願いします。
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此の様な熱誠な歓迎の心は当然Mlgliorini君夫妻の範にも善く響いて－まも持I三

涙を浮かべて感激して屠られた。旨学校ではその設備があまりよくないのを見られて、あ

たかも鴇岡の歓迎の熱意に応えるかの如く・盲学校の鍾設資金に私財′♂クF一シり貪重な寄

附をなされた。そして今後もNew BrunSWiekのロータタアン具の亀の人にお墓なさ

って御後揆下さると言って屠られた。

段の市民交歓会も非常に心をこめて催されたので・諺く址igliorini君夫妻の胸を

わった。neVer forgetを扱返して居られた。

此のように歓迎の／臼スケジュールが非常によく行われたことに対して．市長さんから

も感謝の言紫を頂いた。

早坂署　挨　拶

病気のため・国際大会など非常に忙しい処を勘、間休んでしまって申訳ない。皆接ぐ心から

のお見舞を感謝する。栗先生のお陰で命拾いをした∂今後はよく解凍に注意する。今日は一本

さげて来る処であるがその代りにスマイルさして頂く。

幹事報告　小池副幹事

◎例会・日時変更　三沢RC‘月／ダ日（水）　∠月／J日（月）千鮒貨店

寒河江RC‘月′∫日（木）p．MJ　於　伊勢屋

固∴準クラブ誕生　　枚方景C　例会口　火旺p．M／J時Jd分～p．M／時J♂分

於　幸福相互銀行

◎　会　朝∵　　東京RC　三沢Re・村山RC　近江八幡RC

函館里RC　弘餌東RC　　新津表C

上記のRCから・それぞれ会楓が送られて参りました。

◎　ぉ知らせ

秋田カントリークラブより会員募集の畜血・及びパンフレツーが来ております。入会御希

望の方は幹事まで一報下さい○明細お知らせ致します9

国際賛仕委員会　安藤著より

五十嵐君（東京会館写真部担当）より束京大会の発足的カラー写真を軌、た。

今間君の傑作と共に、ご覧下さい。

張君の東京大会とMigliorini君夫妻の鶴岡来訪写真わ力作多数を下さるとのこと．御

希望の方は申込んで下さい。

小花会長よ　り

、∫月の月閏出席率／♂♂％の人jg

本臼の例会は一応之で終∫，次いでJ

（病欠中）

祝賀会に移る。

£　周年記念祝賀会

おめでとう

ソング　署が代、奉仕の理想
（リーダー　広頗君）

小　花会長　クラブ創立3局年に当って

J歳になった我鋸の過去を顧みて・将来に」備えることも無駄ではないと思う。

昭和Jダ隼∠月9日・Jj名のチャーターノン／トで発足し・2年間に会員各位の努力に上

ってダダ名の会員数となった。成長逮夜が早くj倍になった。
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安　藤　署　よ　り

ごみ（塵芥）箱を市内の

今　間　者　よ　り

アメリカのこ 非常によし

るときに非常に便利である

甲．モ．

小花会長より　　　都市

ることは如何 「轟美箱」としては如何。

ごみ容器があって

′つ見本に、アメリカから取寄せた

社会浄化の口火とし勘、。全員賛成、決定

2年間出席率′♂♂％の人ダ名

田中正臣宕

′♂♂％の人ダ名

小花盛雄習

谷口晴敏君

（以上でヱ

バッヂ贈呈

ビジター　高橋署より・植樹の為のスマイルを頂く。
一■－■‥－‥‥▼－…‥＝‥‥●■▲●●●◆●■‾

記念写真撼影　　　カメラマン　発雷

会報委員より

／♂ク考になった。Jケ

各委員会の

＿輿．

小花会長より

てほ如何。　　　全員賛成。

そ　の　他

例会と同時にJ周

された。東

SMI L瓦B O X

（エ　コニコ）

会員の慶憂

○

外客の歓迎

／♂♂％の方

〝　′鞋間ノ♂βタ‘の方

ピ汐タ一高摘習（

お顔ちゃん誕 （∫日）ぉめでとう。

作ることは如

ことにして 計画してみ

る。規定時間に盛沢山の内容の会を額序

なかなか多端な日が続いた。
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本日　の献立
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た○　あなたがそれを、成るHTく早く受け取られることを望んでいる．

バナーに描いてある鴨の助士〝poacherons　と呼ばれる偉大な耕作勘ま、我々の剋域
′′

から再生されるし、又多くの崩名た競走晦もMnr tagやr台周辺の牧場で再生される、という

ことを意味している。

兼丸大套期中に髭方が農クラブのバナーをドきったことに対して．弘は喜んで撫養＝′て厚

お礼申上げる。

我クラブの全員と払目鼻から、我々の心からのロータリアンの触挨拶を贈る○

DOCtear J∴R pl⊥10t

幹事報告　　小池副幹事

◎　薪クラブ誕生

成東王子RC　　　　例会日　水曜／2時Jβ分～／J時Jβ分

例会揚　　上野　精養軒

◎　会　報

花　巻R c

八戸東予C

塩　釜R C

延　岡月C

てJl uL会報′）、到潜しております。

仁や　ナ八丁り計押角；虎知

芦　屋R c

酒　闇R c　　払漕げもノこも：rrl：ノノ▲し一

会　長（理　甲）

別芸尺　執　夢）

幹　ぢ｝

畠輔車射

会　計

S A A

S AA（　副　）

理　劉（社会奉仕）

理　等‡（向原串rL）

尊　　皇温

fti・月舘兄乞刊言Hl　ま　ィ，

晶亀三助　　理　雪t′職華中イ日　やti人馳

与治兵徳　　　理　中　　　　　里　択　摘　唖

藤　　　　勤

辺　竜　郎
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泊〉到コ￥∵1長句二巧霹－Ⅴ卓立叩Ⅴ卓立叩岬詣γ加訝＃管マ訴汀愕蓬ユ、擬　音々1幸間色

胡′マGg一等17　7Ⅴ革tグしそ七膵　マ王将某、ユ￥1両酔堅牢γJYJT憶暫ギ1葦静t匂
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8㌢、1ユ1羊葦長者マ≦fri妄≦＃≠及⊥営利護等努宜丁目コ兵を音量等呼解り屯謀蓉暫十11㌢葦戸柏t¢

㌢乱打材紆γ忌牽雫・11gふひ凶音、7㌢首ユ、鳩的tグ￥也与謝勺も耳管で♂〟夕〟エ⊂ント年コ劉調

を嘗風勢ひゝ′イリン音響tY塵解¢＊奮／L夕べ彦山一㌢、ユ与紫ユくン署長懐殻ヤつてⅤ蚕埋7㌢

ユ葦を宜〉r〉704・羊　汗ユ亀繋7人　謹ペ　許婚Ⅴ奉妙子拍tα過■匂ふむ等1CJ義認革む（ン、里中

￥劇屯ヤ璧0苛1革卓長日丁将遁よせ塵な17で　－鳳軸√学才Ⅴ身、凶軸r、馳劉′勺t¢叫を

、　　8なし京ユ碑t寧蔀ユG？昂剥つ樗hg、aO轡ユし敵中

誹郵コM曾・1ユし苛つ嘩韻政見J屯面憎・¢なG京1主等コ靂V躯・卓崖つ嗜むγ卓添轟ふ。苛1
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、1年つ等拗　　　　tlqコtL璧－一〇な迷ユ、1G沼趣刀鄭酢学事￥秘話そつⅤキー7㌢、1ユ・へ等

を評、キ樹つい1翌日r党勺t¢窮むγ宕索計一一一一一・一0ふコ（、J q等し智〉古韓0日的ユしロメ立冬くわ1
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な砂山が出栗あがった。婆怠ろうとするが砂が崩れてなかなか篭れない。雛憎はせんだん逃げ延びたが

又しても山を越えて来た鬼婆が迫って来た。川できれ川できれ－　安念の絶叫に応じて拐水江の様な

大河が洋々と流れ出した。鬼婆が河を泳いでいるうちに∴どんどん逃げ延び、山門をくぐり和尚棟√′方丈

に思せききって飛び込んだ。和尚様、和尚棟、鬼婆に食われます。どうかどうか助けて下さい。和尚は

雑僧を大きなと才の中に隠した。やがて鬼婆巨をランランと燃やし、牙を鳴らして嵐の如く躍り込んで

来た。和尚、和尚、ノj、伯はどこに隠した－すなおFこ小僧を渡せばよし．渡さなかったら、そもを頚

からむしゃむしゃ食ってしまうぞこ梵々そもは神通力を持っているそうだが何に化けられる－大き

い物でも小さい物でも白田に化けられる。㌧「しからば小豆柾になって見ろ一、－－ノ鬼婆は怪しけな聖文を

唱え、指で印を切ると、患鬼の容はかき消す如く準えてしまって、周の上にコ、P一リコロジとまっかな小

豆がひと拉ころげ出た。たちまち和尚棟は炉端で焼いていた科郎－今しもおいしそうにふくれあが

って来た科部に、その小豆粒をつけましてべろりと食べてしまいました。

戸外では長確がガホンガホンと鳴いておりました。

（註、民話ノ、身振り、表情、音声二接シナケ カリ　でセン）

し以上が斯一・話であり．和田露より玉稿を賜ったものである。次いで時間り為す限りに於いて第二詰「お菜

きんとJ人巧藩顔と向山の毒口∴】の物語一触三高ら「たにし再議」の葦号・なされたY

許しカの焼損変化、歌の朗詠．民需を朗々とお唄いに在ったり、封葡打一面白く印専一でいおご」で享，そ．。

併託CF車絹こ上、我々¢）遠い新市時代の記憶にかすかに遣っていたもの〔ようiこ思われた。

芦二品二第三話は緑青してあるのtで裡希肇の方正はお巨的ゝせする

そ　の　他

単鉱夫で各役員の会合など忙しい。「ロータリーの友」∠月号、「ロータシアン誌」∠月弓配布。

明後E日工夏至、めっきり暑くなった。会場では曽上衣を脱ぐ。

Smiling Box

ニ　コ　こ　コ　一箱
谷口君／ヶ年出梅／β♂％言已念

Jr∵丁∵丁‾ワニrE1‾丁‾1ニーTrT一丁二、r一つ‾ワニご亡、1二二r、ワ二丁■こ「、1二JlT＿1‾こ「「二で、丁†ニrT、‾rワr－r「「1二二仁ニrコ∴こrこ仁コエコ二コ二二仁

本　日　の　献　立

触り勅飼　　　　　　▲きゃしんけんのあえもの　　　軌のふギ一汁

哀痛明確邁銑鬱J D由一こ㌻漬　　　　　　　　　止　～。

」　　　　　－　　【　　叫＿

仇　敵



（∠0∠rJEエ）　　　　　　′

さこ　寿　の　　　散等旭

日　塾Ⅴ　　　臼　等協

（E9St・gZl rI甘エ）

毎週撃等工坦凶領

血祭撃患属領蘭偲叩

上皇4・－n g一口凶韓

娼単車

bJ一貫1qヽネギ巧用脅0、′尊￥（挫塵）刃髄　rrr諜さ寧（囲認）

寺￥′召閥辰7峰、苛む渕弾む倒閣尊キ′刃㈲つり隷■膵享革1落掌昂叩多血確度屈号￥刃間号

叩畳胡　　　　臼∫r～目方r首占　　　　　刃閻ク，√諜

報媛胡　　　　臼r／～Hr／首∠　　　　　刃㈲∫∫r旗

凶調胡′　　　　ロク′～□占　首占　　　　　　刃闇rjT遽

竣功讃髄　r

0ネ羊封丁由を量騎癒瀕コ4宙観‘立」オ」」逼

G等沌≠一月で0￥等ヨトト「ユ（ン辰コ皆瀬尋常詣」確窮、立寄細物渕尊者地車芋樽協0日受　′

（起射虫歯）藷鄭養　　与　恕　意　城

制贅幻好蔓辞

達雄Ⅵ　一方一百　　　　　　　　〇甘ヨ増　産封鮒軸皆　　一　夕　肴　ヨ

立、克くンまつ桔　　　〟く言　　　　　　　智等平野恕巾　　等　　　　　瞳

∴ 1こ ∠ 享 �％∠∫’∫g �産別叩害剥 

皆二 �増瑚叩苫刻 

96∠rt∫g �轟朝印回燵 

風　諸仏￥　達者琴　珪（細）者等 �算 閻 �％占カーPg 皆㌻了 �重　刷　印 塘　顆　呵 

蓬Hf陪賓　畏敬小　諸（冒ノ難事 �￥． �鞍／わ �礪　国　書 

ニ′ri

蝉（￥）臼∠r　首ア鶉／P‘′

一一億□記　　　章　密　封　問

｝‾‾－一‾叫‾「

虜欄歯顔●当等団塊　　苫去望春

日斤lす∠一　一‾…一

等　　略　　画　　第

等値回　goT　劣

劇08里　人HVユ0祖

皇

三！JJ

敬

71

好

好

影



尚当地区及ひ射JJ∫　地区大会参加級数の申込鞍日が過ぎて屠りますので至急申出卜さい。

紺蔀は辟挙のもぎ＝こあります．

J　新クラブ誕生

厚木Ru　∫月J u附　　　成出RC　、i月†ダリ汎　　　用出Rc　　、す月／gu隔

ダ　例　会　象　限

山腹景J　　占HJgU　　例会時間　p㍊∫．〟∂（クラブ7ソ七ンプリー1

上山月C　　占月JL′U　　　　〝　　　手昆ダ‥タ∂（　　　　・′

出目HC　；月J♂U　　　ケ　　1－丸1占．しけ　割烹　小の長

村山RC　　7月　タリ　　　　グ　　　と・M占．‘フ∂　ひ　も　や

∫　事務所変輿　　　　八戸封C　　上しいく〔j　　閉止．Rc

三　弟タJJ　地区隼次大去絵絹慈恵委員

小　花会長よ　り

・〔）　今日でロータリ　ー弘檻終√で

○　各委員長よ

次例会から役員な

されました。

許される。

り当該委員会の腐動報告書を捉出して裁き掻い。ガ′くナ

られるものである。ガノくナーの訪勒工大体ダ月～タ月頃かと予想される

縮であるが出来待れは次例会までお粗いしたい。弟J例会までにほ決算書な

て引払を二売rl笈い。

○　代RCからU一夕　Ⅶ英字基金馨巨草生に推戴する予定

旺省か趣デー留学の

ので辞退する缶通報があったさ我RC　としてに非常に残

7よっ差：。

0　来生匙のプログラム委 員長を予定された

≒lをお1粗い串

早　坂　署　よ　り

まだ鮎俵が′山プ％回接してほいないが・皆様の卸援助によってプログラム委員長の仕事を

勤めてf∫き紘いり今までスピーチをやっていない会員の方々に適当な時蜘こスピーチをお粗い

机上拙良いpスピーチの都合の患い功は・他に滴当なスピーカーを菌臆して頂くよう御配膳覿

い隆い。

三　浦　君　よ　り

先般理串会を開いて釆斬乱の活動計画を検討したが、それによって職業別箱委員会、会員選

衡委員会、出帖奨励姜員立のカ々比例去終′緩む時短残　麒小姓い。

余年（圏）者より

米矩捉のす昇のことについてお品する。

九Llの理もi会で得た原案を採川して説き妓い。会費／・J♂♂Hから∫♂∂ilj増柚する汎こ

れは「ロープ1トーの友」そ紺地の小さなパンフレ！′日鞍曲数他鵜配布になりその都施粟島し

ていた）の代壷などを圭相めて／・かれ7日とするもむであることを細∫廉粗い良い。

納期よりの触越金を一応／・ふれ7日とL■てあるが．ニはまだ融払底の決算が出来てい互いの

で具のような形にした。（以卜敷布のナ弟実により各項巨の説妙」を行う）

娩軌としてサ針の範血再で活動し・予鼻そのものを尊重して行き勘、8各委員会でう頬超過

をする時はサ哩、のか、・jr搬・和）て頂き妓い。クラブの親睦靭榛などでも此。予算以上に高

如し／宣しいようなお誠もあるかそ√）よ”上船舶様で協議の上すめ承諾を穆て使って頂き良い
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〇、へ等セユ甘藷及0年　トへ7割軸0

〇法被ユG転コ柁翼々事由与■ミ¢顎、1班ユ1卓ミ糾沌御0卿剋協Jrユ17暴追等0∠≦占

○管封丁車電球軸五つ柏〉　屠1Cク覇者0ユ1マ苔寺、沌り鞍正膵馳剖

（㌢昭持場考誹鋸的ルrJ音訳好む巾

ユせ踏費婁〃才0才苓悼′≦〃一点才一ロ幽鍛

岩　　　音

裂雀宮等－：　　　Ot牢固叩OI¢岩音腸醤着古0卿

6才菅等む、「′

○受ネ任免詔∈r〉場aY管d哲コ嘩夢α封鬼賭〇・咽1葦怠百計吸血轟陸井

G軍（誉皆垂利幸藷樹）豊艶茎

■望官立09ネ封謝及？つ管ネコdi r㌢Vq畳コ離日q r

浮嘩啓一丘〆一口、っ噌蜘79屠詔盈鮒蔽0ヽ・一首ダーdCクキY（オ豹勒ユ⊂ンrコ叫を〇、謂1

馨斡量マつくン封為等㌍轟なマコ革を蒙磯預0ユ・1凋詔笥籾¢キマ冒等身准abd膵0割専襟敬

白　軍産鹿部

○管・aY尊名0年等⊂ン語コ軸也等￥′遭革む臼￥エコ佃む等MO－≠〉′

瑠　　　　　　　　由宇暑中田

■■　■　■，●　■　●　●●　●　■　●－　●■　■　■－■●■●　－　■－■　●　■

し軍．建89琢a G韓）

8t字、へ殻74aO浣0∫方×餌　♂♂アミ年号、ユ（ンⅡマ∫方×臼．♂♂♂●㌢甘酢酎轡等￥刃閣
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次いで発∴2号ではないかと思考する。ほんとに純しみ深い姉妹クラブとして先日輿もg上土Or－

ini　壬ぎ夫妻の来訪．甘得たわけである。

今愛で海外に∫名の会員が出かけていって友愛の病をかけたこそれに槻適して多くの交襟があ

った。これ等は国際車仕委員会の痛動部血であった。

粗戯牒Cが如何に莞ちっと活動して釆たかということは地区内外㌫注巨を引いた。来る可き胞区

大会の資稽寄食委員良に不H仏が遮任されたが、之は此のクラブからの′貝としてピックアップ

されたものである。クラブの活動の成果によるものである。

〝軌、多く言少たく－－であるが・以上を以って本臼のスピーチとするっ

仁クラブ活動については尚∠目プEH’〃ラブ餌21倒覿恕念祝貴会の時のスピーチをも彦根し

て頂き檻い）

1961一一62年度理事・役員・委員名簿 伊同日RG

三軌を樟こ畔　　金井　勝助　　三一特　　徴　　貰療　養紡
′ト花　盛雄　　佐藤　武名　　谷口　晴敏

二　・江上∴∴反王佐藤　良禽

ク　ラブ奉仕　委

l出愉奨励を

職業分類委

会　報　寄

r雑　誌　香

華奉什委員

串l小池一一蜜離

井撞三助

表妄“‾亮一‾一‾‾▼‾‾▲「這七

日兵　　佐藤　良良き

■■－　‥一一㌦∴∴ご．’

了■　∴　一二　．言．ト

鉛板健を」委員　板垣　増給　小花盛雄／′

今軋壮太郎で　′′　荘司繋太郎　手塚　林蔵
‾‾＋－‾、‾　■‾▼▼‾▼‾十＋＋‘－‾‾‾‘‘＋‾‘一一＋一▼‾‾鵬＋‾‾■＋

柏中　正臣　　〝　　嶺岸　光吉　伊藤　博司
－　　　　　　　　　　　　　－1．　　　　　　　　　■　　二　　　　　　一一一一・　　　　　・－一－－．　　　　　　＿

敢　　相調；〝　飲自　信責．中台　吉郎

勝助童　〝　　佐藤伊郎治

博」〝　　早坂際四部　七年　良吉

三助．′′　　大野　式だ　肯藤　村寸々
l　‾　l　－　l‾’▼l　　‾1　‾‾－－‾■　▲一一・・一1－　　　－　－　－　　－一・一一　一一l　一一・一

池け　方、ト　〝　　議藤　栄作　日用　克l

社会奉仕委員会

〝　　　津押　晋介 ��′′　　斎藤得四郎 

〝　　　軍．指　定的 ��〝，二転谷■川文摺 

〝　　　　谷「－ �嶋敏 �〝　　佐藤仁太郎 

せ株　主約　ポ；木　善作

福島　芳雄　五十観三郎

〝　漁　　紹淵　阿部　公一　扁昭も　二奉二

そ　の　他

鵬西他かこ集中豪雨があり洪水、山崩れの救護華大なりとe

大畑持名古屋壌机始まる屯などの誠魅で麗やか。■本生皮妓後の例会で小花会長の敏弘感銘深

い。会報編集も之で終り．ほ∵）～すると崗時た－まつの寂しさもある。

ing

ニ　コ　ニ　コ　箱　　　　　　　　　　　一‥＝…・．，．‥

舶用RCの貧漣が非常医こよいと佐々木ガノくナ一に賞賛されたので、三井右。

J叫封佃等癌氏を勤めさせていただいたので、小花君。軌臥前々回欠格したので五十嵐君

77？777？7777777？7門？77？押777？mmT？7？？町門7？？㍗？？97？？？？？？？？？？？？門

本日の献立

いんげ云耳華　鯛みそ漬煙物　　廿的みそ汁　御飯

報　　告　　五十嵐署

「‖」一
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