
CLUB BULLETJN
創立S34・6・9　承認S34．6・27

顔圃口中ヴリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご
例会日　毎遇火曜日　PM12‥30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235¢う5775

会　長　　鈴　　木　　善　　作

幹　事　　高　　橋　　辰　美

馳ヶ励め
ロータリーの精神を振るい起こせ

第798号　　1975・4・1（火）（曇）　No．38

⑳出席報告

本日の出席

会　　員　　数　　　　67名

出　　席　　数　　　　54名

出　　席　　率　　80．60％

前回の出席

前回出席率　　80・30％

修正出席数　　　　59名

確定出席率　　89・39％

⑳ビジター

佐藤勤一君一鶴岡西RC

菅原鉄三郎君一温海RC

⑳点　　　鐘

㊧君ケ代・ロータリーソング「奉仕の理想」

欠　席　者

阿宗君、金井君、黒谷君、中江君、中野

（括）君、斎藤（信J君、笹原君、進藤君、

菅原君、高橋（良）君、津田君、富樫君、

鷲田君

メークア　ップ

佐藤（友）君一仙台RC

阿部（公）君、嶺岸君、三井（健）君、中野

（活〕君、佐藤（正）君一鶴岡西RC

㊥ビジターゲスト紹介

梅下幸雄君、五十嵐忠君
ローターアクトクラブ　斎藤優子さん

句＞新入会員

菅原辰吉君（佐藤順治君より）

⑳会員誕生　奥様誕生
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⑳年間出席発表

㊨食　　　事

⑳会長報告

⑳幹事報告

A　理事会決定事項

（4／8第5回クラブ協議会）

新会員の所属決定

1．石川君　新睦

2．佐藤君　職業奉仕

3．菅原君　社会奉仕インターアクト

B　例会変更　山形西クラブ

4／7の例会を4／6に　産ビル6F

C　会報到着　本荘　石巻クラブ

D　白馬クラブ認証状伝達式

5／18白馬村瑞穂エコーランド体育館

⑳皆出席

15年間皆出席

15年間皆出席

12年間皆出席

10年間皆出席

9年間皆出席

7年間皆出席

6年間皆出席

2年間皆出席

3月125％出席

石　黒　君

3月100％出席

安藤足助君

鈴木善作君

石黒慶之助君

佐藤忠君

阿部賽君

上林一郎君

小野寺清君

完網末松君

1名

48名

阿部（公）君、阿部（要）君、安藤君、張君

早坂（源）、五十嵐（三）君、五十嵐（伊）君

市川君、板垣君、海東君、金井君、上林

君、風間君、黒谷君、小花君、小池君、

今野君、小松君、嶺岸君、三井（健）君、

三井（徹）君、三井（貿）君、森田君、男網

君、中江君、中野（重）君、中野（清）君、

小野寺君、大川君、斎藤（得）君、佐藤

（忠）君、佐藤（順）君、佐藤（衛：）君、佐藤

（友）君、佐藤（正）君、新穂君、進藤君、

菅原（啓）君、菅君、鈴木（善）君、鈴木

（弥）君、高橋（正）君、高橋（艮）君、手塚

君、富樫君、山本君、薮田君、吉野君

命会員誕生

飯自祐倍君、新穂光一郎君、進藤誠一一君

佐藤宇一君

奥様誕生

阿部悦子様（公）、市川芳子様

笹原郁子様、小花春子様、中江道子様

菅原徳子様、山本イト様

⑳新入会員　　菅原辰書君

大正5年12月16日生　58才

お勤め　鶴岡工業高等学校学校長

ご家族　奥さん　和子様　　56才

娘さん　みき子さん　24才

趣　味　読書

其の他

ト　49年10月21日～28日8日間、ポールパー

マーさんの御厚意に依り生徒6名教官2名

を含め、総勢9名のリーダーとしてアメリ

カのカルホルニヤ・ロングビーチに行かれ

国際親善の実を挙げられました。

2．交換留学生バーバラーさんをお世話して

おります。

3．新学期を期してインターアクトクラブを

結成する意欲に燃えています。



㊨ロータリー情報委員会

青少年交換に関するスライド
tt門は開かれている”について

（その2）

30．青少年交換の費用は、誰が負担するの

でしょうか。ほとんどの場合、交換学生の両

親が、旅費、保険料‥…・

31・…出かけていく国で必要な衣類……

32・…そして、不時の用意に200ドルばか

りのお金…などをととのえることになってい

ます。

33・ホスト・ロータリー・クラブは、通常

毎月の小遣銭を支給し、また、授業料を免除

してもらう交渉をします。

34・交換学生は、受け入れ国に出かける為

に、その国の歴史、習慣、言語、文芸など多

少勉強しておくようにします。

35・‥・パスポートとビザの用意をし、ま

た‥…・

36・・‥健康診断を受け、そして、健康保険

傷害保険および責任保険の手配をします。青

少年交換を成功させるには、これらの手配に

万全を期することがきわめて大切でありま

す。

37・いよいよ目的地に到着、というすぼら

しい日がやって来ました。ホストをつとめる

家庭は新しい娘を迎え、この月からお互を親

しく知る毎日が始まります。

38．新しいお友達もできます。ス←さんは

ほかの交換学生と同じように、いち早く言

葉の障害を乗り越えてしまいました。じきに

ドイツ語が自由に話せるようになったので

す。

39．また、ホスト家庭のお母さんがとても

喜んだのは、スーさんが、その家の「どの娘

とも同じ」であったということです。

40．受け入れクラブまたは地区は、ホスト

家庭の親以外のロータリアンを顧問にしま

す。

41．顧問は、学校の入学、別なホスト家庭

への転居などに関することで、交換学生の面

倒を見ます。

42・規則といったものは、ほんの少しで、

それも簡単なことです。たとえば、通常の場

合、交換学生は、自動車の運転を一切しては

ならない、といったようなことです。

43．デートをするのはかまいませんが、し

かし、あまり深入りするのは感心できませ

ん。

44・交換学生は、時々会合に出たり、家庭

に招かれたりして、たびたびロータリアンと

接触します。

45・…なかには、ホスト・クラブにプログ

ラムを提供する者もあります。

46・ロータリーのおかげで、今やス一・サ

ツトンさんの世界は、1年前のそれよりも、

はるかに大きくなりました。これは、彼女の

ために、ロータリーのホスト役をつとめた人

たちの世界についても同じです。

47．『スーさんを私どもの家庭に迎えたお

かげで、大いに得るところがありました』彼

女のホストになった人達は、みんなそう言っ
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ています。

48・このプログラムの基準となる指針が、

パンフレット746－J、青少年交換に述べられ

ています。各クラブや地区は、この指針を適

当に調整して、用ているわけであります。

49・国際ロトタリー事務局では、このプロ

グラムに参加したいというクラブや、地区が

わかるようになっていますので、いつでも、

そのお世話をする態勢をとっています。

50・別な形の青少年交換として、よく学校

の休暇中に行なわれるものがあります。たと

えば、個々のクラブや地区が、年頃も考え方

も同じような、若い人をセミナーに招いたり

することがあるのであります。（セミナーと

は、大学で教授などの指導の下に学生が自ら

研究し、発表、討論などを行う教育方法、

～）51・ヨーロッパでとくに人気のあるのは

3週間夏期プログラムというプログラムであ

ります。学生は、1週間だけロータリアンの

家庭に泊まり、それからまた別なロータリー

団体のところへ行くというようにするのであ

ります。

52・青少年交換は、ロー－クリーのすぼらし

い成功の一つであります。年間6，000人を越

える人びとが、ロータリー・クラブやロータ

リー地区の主催するプログラムによって、国

外に出かけているのであります。

53・交換学生の一人びとりによって、もた

らされる効果には、広い範囲にわたるものが

あります。

54・ホストになった、土地や家庭にとって

は、得るところが多く‥…・

55・・・・また、友人や学校の生徒や先生にし

ても同じであります。

56・といっても、スーさんの他国での1年

は、ほんのスタートに過ぎません。彼女がオ

【ストラリアに帰国したら、ロータリー、家

庭、学校、それから地元の人達を通じて、何

百人という人びとに、自分の体験したことを

伝えることになるでしょう。

57．ロータリアンにしてみれば、これだけ

のことが出来たという満足があるわけであり

ます。

58．ロータリアンとその家族の人達は、青

少年交換によって、ロータリーの国際奉仕部

門を推進する活動に直接加わることになりま

す。

59．青少年交換の一つ一つが、同じように

世界平和をめざすそれぞれの歩みを表わして

いるのであります。

60．ロータリーによって、これらの若い人

たちは、開かれた門を通り、そして、人類と

いう家族に対するより深い理解へと進んでい

くのであります。

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。
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CLUB BULLETJN
創立S34・6・9　承認534．6．27

諾岡ロータリー
THE ROTARY CLUB

OF TSURUOKA

い　ろ　り

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235的5775

会　長　　鈴　　木　　善　作

幹　事　　高　　橋　　辰　　美

紘ヶ㈲劾
ロータリーの精神を振るい起こせ

ロータリー雑誌週間特集号

ミロナタリー雑誌週間に寄せてモ

シンガポール市から12哩のところに、

小さな貧しいボンゴル村がありました。

それが全く面目を一新して、健康な子供

たちのいる村に変り、ロータリアン誌が

162冊お送られました。これを御覧にな

った、（ヨシンガポールロータリークラブ

会員達は、印度のハイデ・ラバット村を

改善し、あわせて、ボンゴル村の面倒を

ロータリ　ー情報委員会

見たり、学校、ボーイスクラブ、公民館

センターを建てたりしました。同じくロ

ータリアン誌を見て、②南アフリカ連邦

の好青年たちがケープタウ大学で首府プ

レトリア政府の仕事を見学し、公民権を

習らい、これを叉カナダがならったり、

③カリフォルニヤ州オークラソドクラブ

では．子供連れの場合を除き成人の入園
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を禁ずる公園が出来たり、（彰世界のお互

い同志の文通の妙案が出来たり、（9公園

の中に誰れも利用できる、建物が出来た

り、⑥又、公園内休憩所が出来たり、さ

まざま示唆が出来ました。

結局はロータリアン誌は、①それはど

んなものか、②どこにあるか、（卦どのよ

うに始まったのか、④どのように作られ

たのか、（9どのように役立っているのか

⑥どのように、あなたを助けるかを知ら

せています。

御承知の通り国際ロータリーの検閲誌

は、2億煩あります。それは、（∋英語の

ロータリアン誌と、（卦スペイン語のレビ

スタ・ロータリアンであります。これら

は（1）ロータリーのすぼらしい伝達者であ

り、（2）ロータリーのメガホンとも申しま

しょう。（3）家庭と一族にも結びつき、（4）

盲目の少女が学校の庭で、美しい水仙の

花を摘んでいる、眼の見えない隣れさを

ロータリアン誌を通じて、ニュージラン

ドに、大変同情して、慰問する新しい友

人が出来たりして、（5）講読者はたちまち

増えて、全世界のロータリアン達の自分

たちの雑誌であるようになりました。（6）

御承知の通り、米とカナダの両国は義務

的予約講読で、他の国々は自由講読であ

ります。

ロータリアン誌の歴史は、1910年の秋

ロータリークラブ連合が設立され16クラ

ブがシカゴに集合したとき、ポール・ハ

リスさんの、合理的なロータリー主義と

題する哲学的な小論文を3，000人のクラ

ブ会員に読まれることは容易でなかった

のでした。初めは、謄写刷りで、1911年

の国際大会で公式出版になり、たちまち

に発展して、世界中にひろがりました。

その内容は、①激励的な記事は、クラ

ブプログラムの示唆になり、（参世界問題

を積極的に扱う態度、③平和への道を真

剣に考え、④世界を身近なものにして、

（9色々の記事を世界の雑誌や新開に転載

して利用されたり、（参ロシア誌、米、ソ

両国政府間雑誌の交換協定のもとに送ら

れたり、⑦スウェーデンでは、アメリカ

の心温まる話しを乗せたりして、世界で

読まれること、⑧実に、1年に1億を超

える数になり、国家間の言語の障壁に橋

をかける役をして、⑨日本では、ttロー

タリーの友”と共に読まれる数も、52，0

00以上にのぼり、⑲子供達の英語習いや

⑪大学の学生が利用したりしています。

その発行所は、国際ロータリー本部で

あって、ロークリ・一・・の世界サービスステ

ーションであります。その仕事場には、

毎月5，000通の郵便物を受け取り、分類

返事を出す仕事が分担されて、雑誌の表

紙は美しく、11才の少女がクリスマスカ

ードにしたりして、（1）優秀な編集者も沢

山あって、（2）材料も豊富で、（3）割付けす

＼一一／



る人、匝）広告する人、（5）宛名彫刻版、刻

み込み、（6）宛名変更の整理、（7）記事の整

理、（8）管理する人、（9）予算が100万ドル

（米）を超え、㈹毎年245，000ドルの紙

代、㈹4，700ドル分の写真銅版を買い、

姻印刷は、363，000ドルかかるようにな

り、世界的大雑誌であります。

ロータリークラブが更によいクラブに

なろうとするならば、クラブの雑誌委員

会が、資料を活用することであります。

それには、10の方法があります。①は、

ロータリアンになる可能性のある人のた

めに、多くの質問に答えるようにするこ

とです。②新入会員に正しい出発をあた

えることです。（卦知識の豊富なロトクリ

アンの育成に、④卓上会話、や討論に内

容を提供すること、⑤クラブ内の人材で

番組を組むこと、⑥tt外部”の講演者に

助力をすること、（∋ttロータリー雑誌週

間”を主催すること、⑧貴クラブの国際

奉仕活動の促進をする。⑨地域社会の閑

＼、＿／　心をロトタリーにひきつけること。⑬奉

仕のための新しい考案を発揚（奮い起

す）することをやることです。⑪その他

委員会のよいアイデアキットは、文献事

務所より求められますし、⑲ローークリア

ソ誌を利用、活用することです。

それには、（1）パンネル、討論すること

に利用されたり、（2）クラブのプログラム

の論題にしたり、（3）クラブの会報に、よ

い国際ニュースと共に、ローークリアソ誌

の予告を利用したりして、（4）奉仕の理想

を拡めるために、寄贈分を図書館、読書

室、病院、にやったり、学校や名誉会員

に寄贈など、個人、公共団体に寄贈した

りすることです。

以上を小括すれば、ロータリアン誌の

大きな役目は、①ロトークリーを推進し、

②人々とクラブを結合させ、③彼らの問

に奉仕の気運を盛り上げてやったりしま

す。④その中で最も役立っていた実例と

しては、（1）30年前にロークリアソ誌が紙

屑箱に棄てられて、ダソ・レザースソほ

それを拾い上げて読み、感激して、自分

がロータリークラブに入会、会長から地

区ガバナーになって、ロータリーに大変

尽した話しがあり、（2）ジーソ・ボーイ一

・ショアという可愛い少女が家にあった

お父さんのロータリアン誌をとり出し、

ペンパルの名前を見つけて、文通してな

かよくなり、旅行するお金が無いので、

お叔母さんが旅費を出してもらい、それ

が旅行のはじまりで、それから今日最も

広く世界を歩いた旅行記著者となって、

ロータリアン誌にしばしば旅行記を書い

て下さっています。又、（3）アマチュア無

線の記事は、バイロン弁護士が100通の

手紙と無線記念カードを35ヶ国からうけ

るなど、彼と700人のアマチュア無線の

ロータリアンの非公式団体の会員達が、



世界の空を友好の精神で満たしたり、匝）

オーストラリヤでは、ロータリアンの9

年生の教育者ギョーフほ、ローークリアソ

誌の感謝の辞に、次のようにありまし

た。

われらの雑誌は、この楽しい雑誌のど

の頁を見ても、私は、未だかって、何処

の誰に対しても①卑劣な、②下品な、③

悪意のある、④冷酷な記事を見たことが

ありません。⑤この雑誌は、きざ（いや

み）なものでもなく、（参上すべりなもの

でもなければ、⑦安っぽいものでもなく

又、⑧才気ぶったものでもなければ、⑨

知識人ぶるものでもありませんし、⑲本

当に親しみ易く、⑪思慮深く、⑫激励的

であり、⑲そして、人間の価値と誠実と

いうものは、（1）人種、（2）皮膚の色、（3）信

条（信仰の個粂）の如何に関係ないとい

う堅い信念にみちております。⑲特にロ

ータリーと一般世界問題とを取り上げて

いて、⑯新鮮で、⑲健全でそして、⑰権

威雑誌であると云う、証明がありまし

た。

特集号が発行出来て大変幸せです。

有難うございました。

会報委員会

J


