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四つのテスト
−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

会報はご家族みんなでよみましょう

better friendships？

1969・6．17（火）晴

4．みんなのためになるかどうか
例会場 鶴岡市本町2丁目 ひさごや

Willit be beneficialto all

事務所 鶴岡市馬場町 商工会議所内②5775

「参加し、敢行しよう」
3月腎雅位！ 莞訝閲犠闇筐位l

concerned？

ビジター

羽根田正吉君−鶴岡西RC

ソ ング 我等の生業 リーダー 安藤君
司

会 会長 石黒慶之助君

創立10周年記念が終って、何んかゆっくり

出席報告

した気がぬけたような感じがいたします。64

本日の出席 会 員 数

64名

出

席

数

49名

出

席

率

76．56％

欠 席 者 阿部（公）君、平田（圭）君、富
樫君、五十嵐（一）君、金井君
三井（健）君、中台君、大竹君
斎藤（信）君、佐藤（伊）君、黒
谷君、高橋君、薮田君、金野
君、白井君

名の全会員の方皆様の御協力をいただき、物
心両面で、御支援いただき、あんな立沢な式

典が出来た事を厚く御礼申し上げます。ガバ
ナー始め、他クラブから、良い評判が入って

おります。内容の充実等式典の関係役員達、
又張先生の御協力に対し、あらためて御礼申
し上げます。鯛の頭に未練を残しながら、そ
の鯛の頭をだしにして、委員会の慰労をやっ
た次第です。

前回の出席 前回出席率 79．69％

今日は、三井先生のハワイ大会並ニュープ

修正出席数
56名
確定出席率 87・50％

さんの鹿児島の訪問等ありますので、後程お

メークアップ

林君−東京西北RC

阿部（裏）君、石井君、小池君
佐藤（昇）君、 】 鶴岡西RC

ランズ・ウイヅクの訪問のお話しやら、海東

願いいたします。
インタークトクラブの事ですが、先日私が

鶴岡高専に参りましたところ、新しい役員が

変って、会員17名非常に元気に会合を開いて

☆国際大会に参加して

おりました。その庸上、インターアクトの年

次大会が8月21日、22日に飯坂で開催される
というこを聞いて参りました。又、353地区の
中には、5つのインターアクトしかありませ

んが、15日勿来RCがスポソサーになりイワ

キ高等学校にインタークラブが発会したよう

であります。
6月15日、秋田県象潟クラブのチャーター

がありまして、小花君、三井（健）君、私と
三人参りました。象潟は4年前から話があっ
たそうですが、やっと、誕生しました。観光
ホテルで式典をやり、鳥海山の六合目までバ

スで観光に参りました。残雪をながめながら
帰って参り、午後4時から、ホテルで祝賀会

を開催いたしました。民情豊かな、厚いもて
なしを受けて参りました。その際に気がつい

たことは、安斎先生が、祝辞の中に庄内は非
常に豊かな土地であるのに、ロータリークラ

ブが、鶴岡2つ、酒田に2つしかない。人口
40万位あるのに、4つのクラブしかないのは

怠慢ではないかということを話していました
象潟は由利郡で4番目のクラブ、ここの人
口が14万だそうです。14万に4つのクラブが

あるのに、40万の庄内に4つとは、おかしい
じゃないかというような事を話しておりまし

た。この事も考えなければ、ならない問題じ

三井徹君

ハワイ大会だけで、参りたいと思っており

ましたが、鶴岡市からの依頼もありまして、

無理な日程でしたが、無事に予定通り帰って
参りました。

向こうに行って、我々予想した以上に、温
い歓迎をうけて、又向こうの交換学生関係の
家に泊ったり、パーマさんにも泊めていただ

いたのですが、向こうの明るい開放的な家庭
の雰囲気で、歓待して下さいました。
ホノルルの大会に4万人も集まるというの

で、大分恐れをなして取りやめた人もいるそ
うですが実際に集まった人は1万5千人でした

17日のついた日に、青少年の交換討論会に

出席し、翌日午前中、青少年関係の会議に出
席しましたが、交換学生が、もり上っている

ような感じでした。友愛の家に行き、バーナ
ーを交換して参りました。（チリー、メキシ
コ、ウェストハリウッド）交換に行きました

ら、当ラクプのバナーが大変立派で、当クラ
ブのようなバーナーはあまりなかったようで

す。
ホノルルは、ロバートさんから去年釆目さ

れた方で、案内していただき、夜は、楽しま
せていただきました。パゴダホテルには、錦

鯉が、たくさんいるのに驚きました。
28日午後から、ニーヨークに参り、朝6時

ゃないかと思います。

来る21日22日の地区協議会への出席義務者

の方21日の昼過出発で、飯坂の旅館は、花水

館に決定なりましたので、御了承願います。

について、ニュープランス・ウイックから市

役所関閑の方2人、ロータリー会長夫妻、親
戚の者と、真嶋さんの長男の方が出迎えてく
れまして、気楽にすみました。今ハドソン川

★バーナーの交換

象潟RC

に、世界一長いという、ナローブリッジを渡

り、ニ。．・−プランスに参り、早速クラーさん

★10周年記念にRIの事務総長のジョージ・

の家に参りました。パトカー付で、市のお客

R・ミソズさんからお祝いの言葉を頂戴し

さん待遇で迎えてくれ、大変名誉な感じでし

ておりますが、丁度歓迎会がありますので

た。市役所に参りますと、市長が若い婦人で

6月28日（土）12時より、ホテルオークラで

そこで、市長より托されたメッセージを渡し

開催いたしますので、御参加願います。

市長さんには、木で作ったつちが、贈りもの

として、渡されました。それが、因縁のある

す。レセプションの後、此地らの市長からの

もので、此の地の出身の詩人シ／ヨイスキルマ

イジメコを差上げ、ミグリオリニーさんを悼

ーが有名な下記の詩想を得たオーク樹で作っ

む言葉と、我々の訪問を感謝し、それから、

たものです。数年200年の樹令の後枯れて切

親善を深めようとのことで、螢の光で、散会

ったものだそうです。

いたしました。クラーさんが博物館をもって

樹 木

ギ三イス・キルマー

阿部嚢先生

訳

おりますので、これをみて、驚いて参りまし

た。ビングハントソ空港では、玉男が御世話

になった三家族が揃ってお迎え下さいまして
我は思う 一本の木の如く

愛しき詩をば見ることなけんと

非常に温かく歓待していただきました。
又翌日バーチ←を閃いていただき、ロー一夕

甘く盗るる大地の乳房に

リーアンも20〜30名位集まってくださいまし

飢えたるロを圧しつくる木よ

て、ここには、アイリンの両親が迎えに来て

葉の繁る腕を上げつつ祈らんと

くれまして、アイリンのところに1泊して、

ひねもす神を視つめいる木よ

翌日イセカに参り、そこから飛行機でニュー

夏が至れば その髪に

混雑し、ようやく飛行歯にのりパーマさんに

駒鳥の巣を飾る木よ

ヨークに来て、その晩は雷雨があり地下鉄も
1泊して、色々見物させてくださいまして、

その俵に 雪をも抱き

気楽なたのしい、もてなしを受けて参りまし

木は雨に親しみて生く

た。6月5日朝に羽田に着きましたがいくら

詩は余の如き患者も作らん
されど木は神ならで誰か作れる

か親善に御役になったかと思います。
′一〆・−一一￣￣￣￣、

海東与蔵君

ニュープランス・ウイックの日本墓地、ジ

ョこ／ソソの製薬会社、ラドガース大学、ラリタ

4、5日鹿児島で全国の専務理事

ン公園の桜等を見学して、夜市長のレセプシ

話し、それとどうじに、鹿児島会

ョ：／がありました。ここには、ミグリオリニ

り30日出発して3日］、1日の2日間鹿児島

ー夫人が、おいでになり、クラブからのロー

訪問するので、商工会議所の方からも代表

ソクを差上げ弔意を表しましたら、非常に喜

として参加してくれとの勤誘があり、参加い

こんでくれました。レセプションは100人位

たしました。

集まってくださいまして、日本人の留学生も

鹿児島会の行動はかけあしで、汽車にのっ

数人おられました。その席上で、カサリン、

ている時間が54時間、向こうにいる時間が24

ゴークハイトという婦人の方が、この夏に日

時間30分、非常に強行軍でしたが、鹿児島西
ロータリーには、私自身公式な形でなかった

本においでになりますので、是非鶴岡を訪問
したいといっておりました。

例会に出て、会長のメッセージを差し上げ

けれども、逆に鹿児島西クラブで、鹿児島会
の人が来るというので、調べてみたら、ロー

例のテープを頂いて参りました。両市の親善

タリアンは、貴方が1人であったというので

を深めて行くには、どうしたらよいかとお話

私も面くらったのだす。その時のことを申上

ありましたが、交換学生が一番よいじゃない
かとの話があり、今努力中だからという事で

げますと動労のスト関係で45分遅れて、鹿児
島に着きましたが、30日の白鳥9時27分出発

して、大坂が20時03分、それから大阪21時28

RC、村山RC、鶴岡西RC

分の特急で翌日12時37分鹿児島に着く予定で

象潟RC、郡山RC、東京R

したが、遅れて着いたわけです。駅には鹿児

C

島県の総務部長助役2名鹿児島庄内会から会
長他ロータリークラブ会長以下20名位が出迎

献

立

えに来て、鹿児島商工会議所4名程が出て、
ブラスバンドで迎えられえられ県、市商工会

盛合せ

議所、鹿児島庄内会各団体から花束を贈呈さ
れました。

小鯛浜焼

ェビフライ、チキン自シチテ、野
菜サラダ、アスパラカス、トマト

お吸物 豆腐、着荷

すぐに昼食をとり、今夜から翌日午前にか
けて、西郷南洲先生の遺跡を見て巡ったわけ
です。夜島津別邸のシゲトミ荘で歓迎会を開
いてくれました。その時に、10周年のメッセ

ージを頂いて、又記念品も頂戴して参りまし
た。メッセージにもありましたように、10周

年の式典に御招待を受けましたが、出席出来
ないのでというので、私が頂いて参りました
歓迎会に16名のロータリーアンが出席して

オカリバという猪の肉を料理するのが、本当

だそうですが、オカリバ料理で歓迎会をやっ
てくれました。その時インターアクトの件で

昨年招待いただきましたが出席出来なかった
8月の夏休に鶴岡高校のインターアクト学

生を派遣させたいというのでした。期日は、

後で連絡するとのことでした。

歓迎会には、副知事も出席され、又市長、
商工会議所の盟約について本年度中に、鶴岡

市長と打合せをして来年向こうから親善をは
かりたいということでした。又帰りには、け

ん木の苗をいただいて参りました。

幹事報告

例会場変更

能代RC、東京RC、長井R
C、酒田RC、山形北RC、

石巻東RC、上山RC

理事役員の通知

上山RC、本宮RC、新

庄RC

会報到着

石巻東RC、郡山RC、米沢
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