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払励め
ロータリーの精神を振るい起こせ

第768号　　1974．8．27（火）（晴のち雨）　No．9

㊥出席報告

本日の出席

会　　員

出　　席

出　　席

前回の出席

前回出席率　　67・65％

修正出席数　　　　61名
確定出席率　　89・71％

欠　席　者

阿宗君、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君、進
藤君、高橋（良）君、吉野君、三井（健）君、菅
君、薮田君、佐藤（忠）君、津田君、斎藤（信）君

メークアップ

石黒君一仙台南R・C

笹原君一仙台R．C

薮田君一新潟R・C

早坂（源）君、進藤君、山本（隆）君
一酒田R・C

阿部（公）君、風間君、今野君、海東君、佐藤
（衛）君、三井（賢）君、佐藤（昇）君、佐藤
（友）君、菅原君一鶴岡西R・C

⑳点　　鐘　　鈴木会長12こ30

⑳ロータリーソング

（それでこそロータリー）

⑳ビジター紹介　　SAA

⑳本日のお客様紹介・歓迎の言葉　　会　長

⑳幹事報告

⑳バーバラ・クレーマさん

（交換学生）挨拶

く秒工業学校長挨拶（菅原辰吉氏）

⑳各委員会連絡
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⑳交換学生歓迎の挨拶　鈴木会長

交換学生のバーバラ・クレーマさんは、去
る23日羽田に無事到着されました。私達は24

日山王闇で初対面し、26日は工業高校の入学

式、その後雨の中を私と高橋君と阿部清三教
諭と3人で、市長、鶴岡警察署長及び荘内日

報社を訪問し挨拶して釆ました。その後私の
家で小休し、ミルクを差上げました。体格の

秀れたお嬢さんで、16才とはとても思えない

様です。彼女は非常に気さくな方で、勉強も
出来るし、水泳は最も得意とするところで、

市営プールにも行って一泳ぎして来たそうで

す。今後よろしくお願い致します。簡単です
が歓迎の挨拶と致します。

⑳バーバラ・クレーマさんの拶拶

通訳　阿部清三教諭

御招待頂きまして感謝申し上げます。
此処に来て感じたことを一口で云うと、フ

ィーリングが非常に素暗しいと云うことで、

何れにしてもグッドワィーリングで、ここ数

日を過ごして居ります。今日も学校に行って

居りますが、学校も非常に皆様から親切にし
て頂き、学生・先生とも私にとってフレンド

リー、カインドリーで皆様に感謝申し上げて

居ります。有難うございました。

県立工業高校校長　菅原辰吉氏

御挨拶と云うよりも、私に御礼を申し上げ
る機会を与えられたことを、感謝申し上げま

す。ロータリークラブの援助によりバーバラ

さんが来日され、今の挨拶にもありました様

に、学校の中が非常に明るく、又学校の気分
が一変致しました。これも皆様方の国際的な

理解を得る仕事が、非常に成功して居るので
はないかと我々は感謝申し上げる次第です。

特に昨日入学式を行った際今野さんがロータ
リークラブの代表で御挨拶をされました。ロ
ータリークラブのお蔭でこの様なことが出来

ると云うことを厚く御礼申し上げる次第で

す。一日も早く日本語を覚えられ、日本とア
メリカの親善に力を尽して頂きたいと思いま

す。

尚、10月21日より学生をアメリカに派遣し

て勉強させようと考えて居りました。この実

現も皆様の御協力によって出来ることと感謝

し、且つ成功させたいものと考えて居りま

す。このことも含めて感謝申し上げます。

杏了十・時湾
入学式等の様子について　国際奉仕委員長

昨日工業高校の歓迎会に同行致しました。
昨日は始業式でその後体育館に全校生徒が集
まり歓迎会と云うことで、学校長の挨拶、バ
ーバラさんの挨拶、私の挨拶、石黒寛生徒会

長の歓迎のことばを述べ、その後、－40人編成
のブラスバンドによる演奏が40分に亘って行

われました。バーバラさんの挨拶の中で印象

に残ったものはtt私は日本語で皆様に挨拶出

来ないのが大変残念です。ただ何でも良いか
ら皆が私に話し掛けて頂きたい”と云う言葉
でした。今後1年間よろしくお願い申し上げ

ます。

⑳国際ロータリー交換学生について

アメリカニュージャージー州ニューブラウ

ンズウィヅク市から、国際ロータリー交換学

生が、24日鶴岡に到着しました。
1・氏　　名　ミスバーバラ・クレーマー

2・生年月日1957年12月25日

3・年　　令16才

4・学　　校　ニュープロビデンス・

ハイスクール在学

5・身　　長172C耽

6・体　　重　75吻

7・語　　学　英語、フランス語

8・趣　　味　セーター編み、水泳、キャ
ンプ　etc

9・家　　族

教員エベリー・クレーマ←

アン

マーチン

ローズ

エリ　ック

10・鶴岡での生活

鶴岡工業高校機械科1年A覿入学、釆鶴
後2ケ月は三井徹会員宅に寄留、その後2ケ

月位の割り合いでロータリアンの家庭です
ごす予定です。

11・そ　の　他

学校以外では生け花、茶を習いたいとの
こと。10月12、13日に福島市の県文化セン

ターに於て行われる1974国際ロータリー第

353地区年次大会にも出席するとのことで

す。
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⑳ロータリー情報委員会

張紹淵君、山本隆男君、津田晋介君

主　題

（尋ロータリーを分かち合うこと

㊥プログラム委員会の任務概要
＠出席規定と効果のあるクラブ管理との関

連性

㊥ロータリーを分かち合うこと

誰かが、われわれに、ロータリーを分かち

与えてくれたのです。ポール・ピー・ハリス

を除いて、われわれは皆、誰かのおかげでロ
ータリアンになったのです。誰かが、われわ

れもロータリーに入れてくれたのです。で

すから、われわれは皆、他の誰かにロータリ
ーを分かち与える義務があります。　　さ

（RICHAR D L・EVANS）リチャード・
ェル・エバンス。元国際ロータリー会長

㊥プログラム委員会の任務概要
①例会及び特別会合のプログラムを作り、

準備する。③ロータリー奉仕や4部門を例証
するようにして。③これらのプログラムを立

案し、調節することであります。

㊥出席規定と効果のあるクラブ管理との関連
性

規則正しい出席はクラブにも、又会員、個

人にも利益になることは勿論のことでありま

す。クラブ管理との関連性として、①規則正
しい出席は、クラブ発展をもたらします。（診

規則正しい出席によって、いっそうよい親睦

をもたらすし、③規則正しい出席はクラブ活

動の改善をもたらします。

㊥第1回炉辺会合
ttロータリークラブ会員としての得”

は何か

（9ロータリーとは、ポール（ピー）ハリス

精神を有する会合であります。
＠ポール・ハリス精神とは、何か。それは

tt奉仕の理想”を実施することであります。

㊥奉仕の理想とは何か、それは、①他人の
ために慈善をほどこし、それが、②世の中の
よい教育になることをしましょう、と云うの

です。（診しかも、そのやったことが、（自分

で考えても）又他人から見ても、利己的な奉

仕でないことをすることでありますJ

㊥ロータリーの最も重要な人物はだれです
か、と云うと、それは、会員の皆様でありま

すが、特に新入会員の皆様であります。
その理由は、ロー一夕リーの各会員は夫々、

自分の職業を通じて、その限られた区域限界
内の地域社会の一職業種別のすすんで奉仕を

する指導者であり、代表者として、各々、

選ばれました方々なのです。限ざられた、地

域社会を多方面からの職業種別でもって、均

等に、tt奉仕の理想”を施すのが、ローター

の原則であります。そして、あなたは、その

クラブの一会員として、毎週1回、例会に出

席をしてもらって、その地域社会の奉仕活動
を積極的に参加する責任をうけもってもらう

ために、例会に出際し、全会員とあしなみそ

ろえてやってもらう重要な人物であることで

すからです。

㊥国際ロータリーの奉仕活動は何かと云う

と、tt奉仕の理想’’を各会員に、鼓吹し、育

成して、一般民衆にも早く施して、調和のと
れた世界平和を獲得する力にもなると同時に
又、大きな指導力を与えることが出来ますよ

うに働きかけることですから、会員は誰ひと

り例会に欠席しては、いけないことになって
います。

㊥会員の特典は何か
それは、会員になれば、G）世界の国際ロー

タリーのtt奉仕の理想”の大家族の一員とし

て、世界中のどのロータリークラブに行って

も、親切に何事でも相談になれることです。

②自己の職業が繁栄し、権威あるものにな
れるようになり、同時に、自分の地域の産業

文化に大なる貢献が出来る。

③これは、一人会員の幸福ばかりでなく、
家族、村、市、国、全世界中の人々の共存共
栄、調和のとれた世界平和に到達させる大き
な指導力を与えることが出来る、のが、特典
でありましょう。

各会員が、独り独りの力が、足なみそろえ
ば、クラブの大きな活動の威力となり、更に

大きく、地区の活動威力となり、進んでは、

各国の活動の威力からして、全世界の国際ロ
ータリーの活動の威力が出来て、大きな平和

への指導力を与えると共に、世界の民衆に
tt奉仕の理想”をわかち合って、一層と調和

のとれた世界平和を獲得する大きな力である

わけになります、からです。そう云うわけで



すから、

◎結譲すれば、我々の責任は大きく、①毎
例会に出席すること。③委員会の活動を熱心
にやること。（診クラブ活動に積極的に参加す

ることを忘れなく、よろしくお願い致しま

す。これが、我々会員としての心得と思いま

す。

⑳各地のロータリークラブ紹介シリーズ

（会報委員会編集）

（3）第354地区秋田ロータリークラブ（その二）

－如斯亭一

佐竹藩主随一の名君天樹院義和公によっ
て完成された名園で一名唐見殿とも云われ

ています。尚、県史蹟文化財に指定されて
います。

5．秋田とその味覚

－きりたんば一

米の国秋田を代表する郷土料理で、うる
ち米を炊き、すり鉢でこね、杉串に凍りつ

けて炭火でこがね色に焼く。このたんばを

適当な大きさに切って、鶏のガラの煮出し
に、しょう油で調味した汁鍋に入れ、鶏肉

に季節の野菜とともに煮てたべる。新米の

出盛る頃から冬にかけて最も風味がありま
す。
－しょっつるかやき－

日本海で獲れるハタハタなどで、特殊な

方法で作った調味料。これで味つけした汁

鍋に自身の魚と季節の山菜、野菜を添え煮
し賞味する鍋物。

－清　　酒一

一諸　　越－

6・秋田とその物産

秋田の特産には、銀線細工、桜皮細工、

曲げわっば、春慶、川連漆器、諸越などが

良く知られているが、その他、古くから伝

わるものや、新しいものなど、いずれも雪

国の持つ、味わいと云ったものが多い。
一銀線細工一

藩主佐竹氏が水戸から移った時、金銀細
工師も移住させ、阿仁銀山、院内銀山から

産出した銀を材料に装身具を作らせたのが

始まりで、明治末期には九州の平戸から銀

線細工の技術が導入され、さかんになった

ものです。

一秋田黄八丈一

約200年前に上州桐生から技術者を招い
て作らせたのが起りと云われ、ttはまなす”

を染料に用い、貰色と褐色を主体にした色

彩は、渋さと、粋な風情を持っています。
反物の他、ネクタイ、ハンドバッグ、財布

なども作られている。

スピーチ等には要旨で結構ですので、

原稿を会報委員会にお渡し下さいます

様、重ねてお願い致します。御協力下さ

い。


