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轡　ニ2E，…3詔書：ACLUB

顔岡ロータリー
第464号

1968．8．6（火）暗

例会場　鶴岡市本町二丁目　ひざごや
②0707．2838

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内②5775

四つのテスト

ー言行はこれに照してから〝

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialtoall

concerned？

「参加し、敢行しよう」

6増野讐響48位戸員警即諾l前月覗

出席報告

本日の出席

欠　席　者　阿部（公）君、阿部（嚢）君、長

谷川君、飯自君、海東君、金

井君、松田君、大竹君、黒谷

君、斎藤（信）君、高橋君、辻

君

前回の出帯　前回出席率　81・25％

修正出席数　　　59名

確定出席率　92・19％

メークアップ　阿宗君、新穂君一酒田RC

嶺岸君一酒田東RC

阿部（公）君、阿部（裏）君、石

井君、大野君、金野君
一鶴岡西RC

ビジター　本間庄一君一村上RC

桜井清君、和泉舌巳君

一鶴岡西RC

ゲスト　ローバートソ御夫妻、篠原私君、

三井玉雄君

ソ　ング　君が代、それでこそロータリー

リーダー　安藤君

会長報告　会長　石黒慶之助君

☆8月6日丁度今から23年前の今日午前8時

15分院広島におそるべき原爆が投下された日

であります。市街は一瞬にして焼土と化し、

20数万人の生命がうはわれそれ以上の日本人

が後遺症になやんでいるおそるべき日であっ

たのです。私は当時広島から数粁はなれた大
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竹海軍潜水医学研究所に士官として勤務し伊のが、国際をと。ロー一夕リー地区大会とな

ていたので、あの爆音やら、青白い閃光を身

を以って知ったのであります。死亡者の御冥

福と一日も早く全快をお祈りしたいと思いま

す。かかる惨事を二度と繰返したくないと、

なにびとも思っていると思います。

本日ハワイよりロベートソン御夫妻をお迎

えし、ロータリーの国際理解と親善の為にお

つくしいただき、本日の記念すべき原爆記念

日に御来訪下さいまして感謝申し上げます。

☆8月1日　市民憲章推進協議会

8月3日　鶴岡クラブ、鶴岡西クラブ、合

同のインターアクトの合同委員

会の開催

8月4日　象潟の創立記念に参加しており

ます。

☆定款1部変更につき定款第5条第2節今ま

では事業所が区域内にあるのが条件でしたが

居住所がこの区域内にあってもロータリーク

ラブの会員資格になるわけです。第5条第7

節公職者の場合これも特定の期間、前の職業

分額によって、そのまま分類されます。第8

条第2節終結の場合、2ケ月以内の特別賜暇

という制度がございます。

これは例えば銀行の支店長さんが米沢に転

任になった場合に米沢クラブにすぐ加入する

ことが出来ないとすれば、2ケ月の間鶴岡ク

ラブの会員としてメークし、顔なじみになっ

てはいる2ケ月の特別賜暇という制度があり

ます。

第8粂第5節に大会講習会の名称の変更で

ございます。これはロータリー国際大会とい

ります。10月開かれる地区連合の大会も地区

大会となります。更に地区ロータリー情報、

講翌会9月8日山形で開かれます。これがデ

ストリクト、リーダーシッ7、フォーラムに

変っております。

会員選衝に会員推進委員が新たにもうけら

れております。近くお手許に定款が配布され

ると思います。

☆インターシティ・フォーラムとガバナーの

公式訪問の日程が9月29日（日）フォーラム

は、西クラブがホストで、鶴岡市で開かれま

す。9月30日（月）10月1日（火）の両日は

ガバナーの公式訪問です。

☆10月5日、6日仙台にて、3地区連合の年

次大会がございます。これには多数の参加を

ねがい、特に新会員は大会に出席してロータ

リーを知ることが出来ますので是非参加して

いただきます。

ロ／ぐ－トソソ御夫妻挨拶

日本の印象記　Aller．Robertson

私は、日本の第一印象、ハワイの人口の

33％をしめる日本人の人々からうけました。

ハワイには盆おどり、桜まつり、茶会、神

社、寺等がある。又英語の訳のついたものや

つかないものもありますが、日本映画の劇場

もあります。日本語の番組だけを放送するT

Vのチャンネルもあります。それに人形造り

や、生花、日本語の教室もあります。日本の

食物も沢山あり、ノ、ンを使って食事をする故

会も沢山あります。

＼、．／



＼、一／ノ

日本は私達のいだいていたイメージとはそ

う違うものではありませんでした。然しもし

私達がアメリカの本土から来たら別だったで

しょう。

東京について筒の中のあまりに沢山の人々

や、汽車や車、それに東京のタクシーの運転

手に非常におどろきました。

アメリカは日本と比べて非常に若い国なの

で、私は美術や工芸が保護されているのに感

銘しました。又古い時代の歴史的な美しい神

社、寺、お城等も保護され、又改修されてい

ることにも感激しました。又私にとって男の

人達がステテコとハラマキで街の中を歩いて

いるのも印象的でした。又箱根のホテルで一

団の男の人達が皆同じ服装で朝食をとりに食

堂に入っていくのを見たこともおどろきまし

た。然し私はこれは最も快適な習慣だと考え

ます。アメリカ人は、このような快適な過ご

し方についてもっと学ぶべきだと考えます。

私達はすでにあなたの国の多くの素暗しい所

を訪ねましたが、ハワイに帰る前にまだまだ

沢山見るものが残っています。

私が最も感銘したことは、次の世代の人々

や世界中の人々が見て、楽しみ、感激するで

あろう。素暗しい文化の保護に努力をおしま

ないことです。

もし、すべての人々が他の国の文化や、そ

の背景を学ぶことができたならば、全ての人

哺お互いに感謝しあい、愛しあうことを

学ぶことができると思います。それが実現す

るならば全ての人々は、いつか平和の世界に

暮らすことが出来るでしょう。人々の自分の

知っているものを好みますが、逆に知らない

j些追蓋艶を昼じきす。日本の現代のことと

同じく古代の美術や工芸を知ることによって

このように素暗しい作品を生みだすことを可

能ならしめる限りない忍耐に感銘を受けてい

る。私の日本への旅行はmadein japanの

本当の意味を教えてくれました。これらのこ

とは、あなたたちが本当に誇ることができる

言葉です。
－．一一一一■一一一一一一一一‾

7メリカの教育　KlftyRobetson

私はアメリカ合州国の教育の傾向について

話します。アメリカで教育に関する法津は各

州毎に決められておりますので、州によって

相当の違いがあります。一般的に学校は9月

第1週に始まり、6月の第1遇に終ります。

その間に2週間のクリスマス、新年の休境と

1週間の春休みがあります。アメリカの子供

達というのは、6才から16才になるまで、又

高等学校卒業するまでは、学校にいなければ

ならないことになっております。アメリカの

幼稚園というのは、幼稚園教育に於いて三つ

の目的をもっております。

最初の目的は子供達が他の人達と協調して

やっていくように訓練すること。それから第

2の目的は本を読む準備段階です。このこと

はただ本をよむことだけでなく、文字をおぼ

えること、その文字を理解すること、それを

声を出してよむこと、それから活字体で書く

ことです。第3の幼稚園の目的は、数学的な

準備をすることです。

これは、リンゴだとかそれから人形とか、

茶碗等を使って実際の文字を計算したり、そ

れから数字の観念をつかむことです。

アメリカの教育というのは小学校の1年生



からはじめられます。団体行動をモットーと

していますけれども、最近の教育の傾向とし

てほ、個人の個性をのはすことに目標をおか

れております。同じ時に同じ事を大勢で習う

ということよりも、生徒一人一人が自分の能

力と自分の生長の度合いによって、異った内

容のことを勉強することが、今アメリカでは

盛んに進められております。

小学校の1年生においても、教室で使う本

だけでなく、他の書物を読むことが奨められ

ております。それから社会の勉強にいたして

も、いわゆる週刊誌のような毎週発行される

もの、ニューズミックとか勉強することが1

年生のときからはじめられております。

例えば、この秋には大統領選挙があります

けれども、この大統領選挙とか、それから合

州国、世界中からニュースに関する問題等が

この1年生の水準で彼等なりに、その本をよ

みデスカシ′ヨ：／が行なわれております。

自分で行ない、それから個人的に自分の能

力にあったような方法で勉強するのが、非常

に推奨されております。

現在新しい数学の教育方法が研究されてお

りまして、それによりますと、生徒に統計的

な分析等とか、それからコンピューター等を

使用するような、その前段階としての背景を

与えるような教育方法が行なわれております

小学校教育につぎ、中等教育も同様に変化を

きたしております。この教育における協調さ

れるポイントというのは現在でも、第一に大

学教育の為の準備期間だということです。

生徒一人一人の個性というものが大切に思

われております。あなた方はこの教育に於け

る傾向について不思議に思うかも知れません

然しこの傾向を個人の個性を大切にすると

いう傾向が米国で行なわれている第1の理由

は、アメリカ合州国が非常に将来に対して、

将来を大切に思っております。

現在、色々な変化が急激に起っております

技術革新、そこで米国の教育者達は、生徒の

毎日の生活から自分の生活をとうして、もの

ごとを早く学びとることが出来るということ

を信じております。もし一人一人の生徒が彼

等自身の生活からものを学びとるということ

を身につけるならば、今世界中我々の国はか

りでなく、世界中でおこっている急激な変化

というものに生徒が特に早く対象することを

信じているからです。

幹事報告

チャーターナイト案内

京都山科11月23日
瀬戸田　　日月3日

会報到着　石巻東RC、鹿児島西RC
酒田東RC、米沢RC

会員誕生

安藤定助君、早坂源四郎君、三井徹君、
三井賢二君

奥様誕生
三井章（健）様、大竹志め尾様、
佐藤奈津子（伊和治）様、手塚峰子（林治）様

8年間皆出席　三浦岩治郎君
5年間皆出席　五十嵐伊市郎君
4年間皆出席　林　茂助君

7月100％出席

安藤君、阿部（裏）君、張君、千葉君、早坂
君、林君、平田（貢）君、富樫君、飯自君、
池内君、石黒君、五十嵐（三）君、五十嵐
（伊）君、五十嵐（一）君、海東君、金井君、
加藤君、小花君、小池君、今問君、三井
（徹）君、三浦君、五十嵐（八）君、三井（賢）君
三井（健）君、森田君、中台君、中山、大竹
君、斎藤（栄）君、斎藤（得）君、鈴木（昭）君
佐藤（昇）君、鈴木（善）君、鈴木（弥）君、小
野寺君、佐藤（忠）君、谷口君、高橋君、手
塚（林蔵）君、津田君、鷲田君、薮田君、篠
原、手塚（林治）君、上林君、阿宗君、白井
君、阿部（公）君、大野君、石井君、嶺岸君
新穂君　　　　　　　　　　　　53名

スマイル　小花盛雄君

先般メキシコに於けるロータリー国際会議
に出席のナシ三ナル、マーガジン、ロータ

リー新聞に写実が掲載されました。

献　　立

グラタン　天ぷら－エビ、カキ、いんげん
お汁－なす
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