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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊥5775

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

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialtoall

COnCerned？

や隔りを取り除こうも

出席報告

本日の出席　会員数　　　63名
出席数　　　47名
出席率　74・60％

欠　席　者　飯白君、五十嵐（三）君、伊藤君
加藤君、金野君、嶺岸君、三
井（徹）君、三浦君、中山君、
小野寺君、大川君、佐藤昇君
津田君、辻君、富樫君、薮田君

前回の出席　前回出席率　69，84％
修正出席数　　　50名
確定出席率　79．37％

メークアップ　阿宗君一新庄RC

小花君一余目RC
張君、五十嵐（一）君、金井君
磨君一鶴岡西RC

ビジター　原田行雄君、佐藤拡君
一鶴岡西RC

会員誕生　五十嵐三郎君、富樫良書君

奥様誕生　伊藤登志子様、金野佳代子様、
三浦明子様、斎藤伸子様、
佐藤登久子様、新穂俊子、
鈴木須美子様

9月100％出席者　40名

阿宗君、阿部（公）君、阿部裏君、安藤君、

張君、長谷川（悦）君、林君、早坂（源）君、
飲自若、池内君、石井君、石黒君、五十嵐
（三）君、阿十嵐（伊）君、五十嵐（一）君、五
十嵐（八）君、海東君、金井君、上林君、小
花君、小池君、今間君、嶺岸君、三井（徹）君
三井（賢）君、三井（健）君、大川君、斎藤
（得）君、佐藤（忠）君、鈴木（善）君、新穂君
笹原君、鈴木（弥）君、篠原君、谷口君、高
橋君、手塚林治君、上野君、鷲田君、磨君

会長報告
理事会で決ったこととお願いしたいことを

報告いたします。
ファイヤサイドミーテングを出来れば今月

中に開きたいと思います。これの中心になる
のは、ロータリーの情報担当で、鈴木善作委員
長をはじめ委員の方々で立案をねがいます。

新会員がふえておりますが、これらの方々
の中にはロータリーのことを、あまり詳しく

おわかりにならない方をいらっしゃるので、
そういう方々は是非出席していただきたいと
思います。それから各委員長の方々も出席し
ていただいて、年に幾回かの勉強をしていた
だいたらどうかと思います。

それでファイヤサイドミーテングを是非月

内に開くよう御立案をお願いしたいのであり
ます。
それから、温海ロータリークラブのチャー

ターナイトが11月15日（日）に開かれますが、

当クラブがスポンサークラブになっているの

会
報
は
ご
家
族
み
ん
な
で
読
み
ま
し
ょ
う



で、出来るだけチャーターナイトに参加して
いただきたいと思います。そのため理事会と
しては、バスを仕たてて大多数の方々の出席
を望みたいとの考えであります。
唯期間がまだありますので、パスの出発の

場所とか．出発時刻は、はっきりしたらご報
告申し上げます。

今日お手許におくはりしてありますロータ
リークラブ定款とロータリークラブ細則は、

今更定款細則というのはおかしいのですが、
これは改訳になっているのだそうです。ロー

タリー手帳にある定款細則と比べればわかり
ますが、手帳の日本語訳は読み若いのですが
今度のは多少わかりよくなっております。た
だし内容自体はそう変っておりません。しか
しアンダーラインの引いているところは幾分

変っておりますので、読み比べていただけば
わかると思います。

それから会員の推せんカード即ちお手許に
おくはりしてある黄色の紙についてですが、
新年度は何とかして5名の新会員をお迎えし
たいのです。職業分類は公開されているのは
活動計画書に記してありますが、公開された
職業分類を充娯することが一番必要ですから
その職業分炉でやっていただきたいのであり
ます。これは飽までも推せんで、本人の了解
を得るなどの必要はありません。推せんに先
程の黄色の敵を使って欲しいのであります。
理事会にこれを出していただけば結構です。
手続上のことは、ファイアサイドミーテン

グのときにお話しいたします。この13段階と
いうのは仲々難しいのですけれども、それを
出すのは、こういう方がいらっしゃるという
ことで、入っていただいたらどうだろうとい

う軽い気拝で出していただけば結構だと思い
ますので是非お願いいたします。
それから、4日の日に鶴岡朝場ライオンズ

クラブがチャーターいたしまして、ロータリ
ークラブから会長が出席させていただきまし

た。いろんな奉仕活動のクラブが鶴岡に出来
るということは、喜しいことと感じてきまし
た。

ただ、奉仕の方法その他多少私共のロータ
リークラブとはニュアンスがちがったところ

がありまして、私として可否を申し上げる必
要はないのですが、私見としてはロータリー
クラブに加入させていただいたことが有難か
ったというような感じがしました。

ライオンズのやっていることは、決して悪
いことではないけれども、我々ロータリーに

入って教育されたからかもしれませんが一寸
奇異な感じがいたしました。何れにしても、
地域社会にそういうクラブが出来るというこ
とは悪いことではありませんし、これから親

交を深めるようなことがあれば積極的に動い
てもいいことだと思います。

それから、青い鳥の音楽会の入場券が余っ
ております。もう一度回しますのでよろしく
ねがいます。

今日のスケジュールは、阿部賽先生から南
校で行われた、田川地区英語弁論大会の模様
を一寸おきかせしていただきたいと思います
次に小花先生から、米国に行っている石黒

敏明君の近況についての報告があります。
時間がありましたら、温海のチャーターナ

イトに、出来るだけ当クラブの会員から参加
していただく都合もあって、石黒先生から温
海のチャーターナイトの模様などお話しいた
だけば結構と存じます。

親睦委員会の報告　　五十嵐伊市郎君
10月24日酒田2クラブ、鶴岡2クラブのゴ

ルフのコンペをやりたいと思います。11時ス

タートで、コンペ費千円です。未だ予定の段

階でありますがお報せします。

田川地区英論弁論会概況報告　　阿部　案君
9月20日南校で田川地区の英語弁論大会が

ありました。高校の部と中学校の部とありま
したが、会長に代り出席しました。9時頃か
ら始まり2時半頃に終りましたが、終ってか
ら審査がありまして5位まで夫々順位をつけ
ました。1位と2位にはロータリークラブか

ら、副賞としてカップと楯を差上げることに
なっておりました。高校は1位2位とも南校
の生徒でありました。1位の方は女子生徒で
学生運動があったりなどして、自分達が落ち
ついてゆっくり勉強されないで困っていると
いうような内容でした。中学の方は鶴岡二中
の生徒が1位、藤島中学生が2位でした。
そこで夫々の1位にカップを2位には楯を

差上げたのであります。
各学校の方には、以前からロータリークラ

ブで上げてあります優勝カップ、これは代る

代る優勝校にずーっと廻るようなカップでし
た。

この度差上げたカップは個人に差上げるカ
ップでした。
英論弁論大会の会長は、両校の難波先生で

したが、他の先生方も大変喜んでおられて、
ロータリークラブの会長以下にお礼の言葉の

伝達なたのまれました。
もらった生徒も非常に喜んでおりました。

余り漠然としておりますが以上ご報告いたし
ます。

交換学生石黒敏明君の近況について　小花君
3回位前と思いますが、幹事さんの方から

アメリカのテへンのロータリークラブのバー
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ナーがおくられてきたのを紹介していただき
ましたが、そこに行っており、このクラブが
スポンサーになっておりましたロータリーフ

ェローの石黒敏明君から、第一報が入りまし
たのでお報せします。
拝啓皆さんお元気ですか。私は無事目的地

のオハイオ州ティフソに17日に着きました。

日本を離れてもう2ケ月にもなろうとしてい
ますが、その間小花先生に手紙を書くことが
できなくて、たいへん申し訳なく思っていま

す。
始めに、初めてのティフソでのロータリー

クラブのミーテングについてご報告いたしま

す。
私のカウンセラーでいらっしゃるヘッセン

氏が19日の例会に、私を連れていって下さい
ました。そこで鶴岡ロータリークラブのバナ
ーをプレゼントしました。ティフンのバナー

はその場で受けとることができませんでした
が、セクレタリーの人が、直接上野三郎様に
送ったことを報らせて下さいました。もう受
取った時期と思いますがいかがでしょうか。

もう一つのアメリカでの例会の経験はロス
アンゼルスで英語学校に行っていたとき、ド
ーナン氏（仙台の宣教師）に紹介されました

クーツ牧師（彼もロータリーアンでした）に

例会に連れていってもらいました。そのとき
は会場でバナーを交換しました。ですから今
手許にもっています。このバナーは、日本に
帰ってから皆さんにお見せしたいと思います
それから、そのときにプロライドカメラでと
ってもらった写真がありますので、同封いた
します。中央の女性は352区の奨学生で東北
学院大学卒の今野真澄さんといいます。右側
の人がロスアンゼルスのアーケイディアとい

う地区の会長さんです。皆さんに元気にやっ
ていることをお見せ下さい。

次に簡単に私の旅行の経過を説明します。
6月29日に羽田を発ち、その日の朝ハワイに
到着しました。これがアメリカへの最初のス
テップでした。エアポートでの初めのアメリ

カ人に「アメリカ英語を話すね！」といわれ

少しいい気特になったのですが、荷物を受け
取るところで、たいへんなことに2ケ目のバ

ックが見つかりません。それで日本人のよう
な顔をした係の人に、日本語で「私のバック
が見つからないのですが」といったのですが

彼は「日本語はわかりません」と英語で応え
てくれました。少しあわてた私は、英語で言
いなおしてやっとわかってもらいました。こ

れが第一番目の驚きでした。ハワイでは日本
人の顔をしていても、日本語は理解出来ない
ということです。
ハワイには3日間滞在して、7月1日に、

ロスアンゼルスに向いました。

ロスアンゼルスでは前に書いたクーツ牧師

に、エアポートまで出迎えてもらい、なんの

困難もありませんでした。彼の家に3日間泊
めてもらい、いよいよ英語学校に行きました
最初の目に筆記試験と口頭試験がありまし

たが、中学か高校ぐらいの程度の問題でした
ので最高のレベル7に私のクラスは決められ

ました。そのクラスは、レベル6を終えた人
のみが参加出来るクラスでしたが、先生が特
別にレベル7と決めたのでした。初の試験が
簡単でしたので、最高のクラスでも楽な授業
かと思っていたら、なんと学院の授業よりも
むずかしいのではないかと思われるほどでし
た。

1校時はとてもひどいラボラトリーで、テ
ープを聞き、2校時にはそれについてのレポ
ートを書かされました。ですからよくよく注

意深く聞いていないとなにも書けないという
ことになります。ひどいことに1校時という

のが午前8時ですから、眠くて眠くてたいへ
んでした。3校時には英語を読む練習、4校
時には宿題のエッセイについてディスカッシ
ョンをしました。時々単語のテストなどもあ
りました。特に宿題は毎日で大変でした0た
すかったことには、学校が午前中だけで、午
後はのんびりできたことです。

私は学院の勉強のおかげで、英語に関して
は、ほどんど困難を感じませんでしたし、毎
日楽しく過しています。
352地区からの今野さんは、ロスアソゼル

スに着いた日にひどくホームシックになり、

なぐさめるに苦労しました。彼女は、私の先
輩で、3年間同じクラスでつきあってきたの
に、彼女にこんな面があるとは知りませんで
した。それでも彼女も2、3週間もすると、
もう慣れてきました。

8月14日には無事終了試験もバスし、終了
証を受けとりました。ELS語学々校の最高
クラスを卒業できて、ほこりに思っています。

8月30日からは、本番の大学のオリエンテ
ーションが始まります。ここでもいろいろ学

んでいきたいと思います。
私は良いロータリーのカウソセラーを選ん

でもらい、たいへん感謝しております。
またそれ以上に、今回の奨学金を鶴岡ロー

タリーを通じて受けることができましたこと
は、何よりも光栄に思っております。鶴岡ロ
ータリーとティフンロータリーの親善の橋に

なることが出来ますよう、また′、イデルベル
ク大学で良い成績をおさめることができるよ
う努力したいと思います。
皆さんにくれぐれもよろしくお伝え下さい
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小花盛雄椋
石　黒　敏　明

温海クラブのチャーターナイトについて

石黒慶之助君

私の頭は、目下温海ロータリークラブのチ
ャーターナイトで一杯であります。というの
は、28名の会員にやっと2名の新会員がチャ
ーターナイトの前に拡大しそうで、30名をも

ってチャーターナイトが出来ることになりま

した。現在チャーターに対する申込者は68名
しかないのです。末だご返事をいただかない
方が沢山ございますので、その数字は大きく
なると思います。遠いところでは東京の板橋
とか、京都の附近ですとか、この353区以外
からも5、6名位の申込があります。そのよ
うなことで、ますますふえると思います。
一番困るのは、チャーターナイトに250名

以上参加出来れば赤字でなくなりますが、そ
れ以下だと赤字になることであります。

創立ならないクラブとしては、財政がすこ
ぶる困難でありまして、本クラブからもお祝
金を予算に組んでいただいて、向こうでもた
いへん恐縮に思っているようであります。何
としても参加者が少いとなりますと温海とし
ても非常に苦労だということです。その状況
をみまして会員に、特別会費の割当というこ
とがいくかもしれません。白鷹のチャーター
でも300人位集ったそうですし、会津若松で
も300人以上集ったとのことで、最近の参加
人員は非常に多いということで、温海のチャ
ーターも必ず250名はおいでいただくと思っ

ております。それでも目下会長幹事が頭を悩
めているところであります。も一つチャータ
ーで苦しんだことは、遊佐のチャーターのと

きには、会員と夫人が一緒になって名前を呼
ばれますと、双方で演壇に上ってお辞儀をし
た訳です。あれをみまして温海の会員が家に
帰って夫人に話したら、そんな会ならとても
私は出られないということで奥さんから非常
な反発を受けて、チャーターナイトに主人と
一緒に紹待受けることは、どうかかんべんし

てくれと云われました。その代り夫人の代り
にお婆さんとか娘さんが出ることを温海クラ
ブでも納得されまして全会員の御家族が参加
する予定であります。これには当クラブの奥
さんの出席状況なども伝えて、温海の家族の
方からも出ていただくことになり、しかも接
待、歓迎の方に活躍なさるということが昨日
の例会で決りました。できれば当クラブから
も夫人同伴で出ていただけば、向うでも大変
有難いことと思われます。

どうも特別代表が非力で、皆さんの期待に
添えるチャーターまでもって行けるかどうか

不安でありますが、地元では真けんにこの問
題にとりくんでいるので、必ずや皆さんのご
期待に添えるものと内心思っております。
、前回も申し上げましたとおり、1時からは
じまり1時間位の式典を行いまして、そのあ
と1時間位を山戸の能やら、会員家族の琴
曲やら、きれいどころの民謡の踊やらそのよ
うなものを用意して、なごやかな雰囲気をも
り上げようとしております。他にいろんな催
しも考えたが天候の事情もあって、このよう
な催を行うことになりました。それで万国屋
で会場を式場と懇親会場と別々にしまして、
その間ご退屈をなきらないようなことを考え
ておりますので、どうぞスポンサークラブで
は多数の会員から出席していただき温海クラ
ブを激励していただきたいと思います。何せ
温海は353区の中でも一番の新潟県寄りでも
あり、353区以外の新潟方面に手を差しのべ
ることも出来ないので、皆こちらの方に差の
べるような仕儀となり、心細く思っている会

員も相当おりますので、重ねて申し上げます
が激励の意味からも多数の会員の参加をいた
だけば有難いことと思います。よろしくご協
力ねがいます。

スマイル

松文産業囲櫛引工場竣工のため
同社会長　　　崇網末松君
設計者　　　新穂光一郎君
主体工事施工者　富樫良書君
電気工事施工者　池内万平君

幹事報告

会報到着
尾花RC、石巻RC、天童RC

例会時間変更
東京RCl0月29日（木）

PM5．00に変更

（創立20周年記念行事のため）
前年度活動報告書未提出のところは速かに
提出すること。
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