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例会場　鶴岡市本町二丁目

ひ　　さ　　ご　や

例会日　毎週　火曜　日
P．M12：30～1：30

事務所　鶴岡市馬場町
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管　0235（扮5775

会　長：三　井　賢　二

幹　事：高　橋　正　太　郎

こGoodwillbeginswithyou〝

ByERNSTG・BREITHOLTZ

「善意は先ずあなたから」
1971．1972

第620号　1971・9・14（火）（はれ）

〔Ⅰ〕出席報告

苦】竺竺

〔Ⅱ〕お客さま

〔Ⅶ〕会長報告

1．ガバナー公式訪問日程変更
ガバナースマソスクーレターNo・3　（8

月15日）によると鶴岡クラブへの公式訪問

は11月22日23日になっていますが祝日（勤

労感謝の日になっていますので変更になり

ましたのでお知らせします。
12月6日（月）会長、幹事との懇談会、

クラブ協議会
7日（火）例会に出席

月 10日末吉蒐児島市長を団長とす

る一行28名が兄弟都市盟約二周年記念式典

に出席のため鶴岡に来られました。その中

には西郷隆永氏（鹿児島西）も加はってお

られ有志数名で懇親会を開きました。

記念式典は8時40分に致道館に於て行は
れ、その後一行は市内の見学及び羽黒山の

観光の後16時すぎより松ケ岡の本陣に於て

懇親会がありました。
市長よりお土産として琉球塗を頂きまし

た。お返しにお土産として絵ローソクをお
送りしました。
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琉球塗について（口上書より）

琉球塗は色合が鮮霞で堆金（薄肉彫刻模
様）沈金、螺錮（育貝細工）などの特色ある
技術を生かした工芸品で、文化生活必需品で
あり、しかも堅牢（特殊な下地塗料の関係）
で、日常の実用品としても古来世人に祈讃さ

れています。

琉球塗は琉球本場の技術者が疎開残留して

生産したもので、鹿児島は琉球に似て湿度と
温度が琉球塗の乾燥に最も適合しており、こ
れに豊富な竹材を素地に使った斬新な琉球漆

券を生み出しました。
使用後は乾いた柔い布で拭いて下さい。

〔Ⅳ〕手のない人の美術展について

小野寺会員

荘内日報主催、山形県、鶴岡酒田両市教育
委員会、特に身体障害者の福祉関係の諸団体
の後援のもとに、古手のない人の美術展〟を

12日より開催しております。

会場は、鶴岡市山王町　ましま家具店
酒田市　　　　とみや二階

展示作晶の点数は約140点、小さいものは
3号その他6、10、20号となっており最も大

きいものは80号となっています。

作者は何れも身体障害者でその年令は20才
より60才台までの各層の方々です。

この様に身体障害者が美術に取組む様にな

ったのは大石順教氏のおかげで氏も口で絵を

書かれた方でその作品も展示されておりま

す。

売上げ代金の45％は世界身体障害者芸術家

協会へ還元し更に45％は地元団体施設、個人
へ残10％は諸経費となります。

この様な分配方法ですので、ぜひ会場にお

出掛けになり、お好みの作品をお買上げ頂き

度く存じます。

〔Ⅵ〕財団法人ロータリー米山記念奨学会

よりの報告から　　　　　小花会員

第353地区では現在まで1，500万円、当クラ

ブでは創立以来40万円を拠出しています。本

年度は今年4月より23名増員し計121名に対

して奨学金を出しています。

前年度の決算書をみますと121名に対して
3，800万円（1人平均314千円）の奨学金を

贈っています。

次年度の募集について

1．応募資格
A）日本以外の国籍を有するアジアその他

のロータリークラブのある国から日本国

内に就学又は研究のため在留している男
女学生で大学院課程にあるもの。

B）他の奨学金を受けていない老
C）国際理解と親善に関心をもち且つこれ
に功献出来る老

2・支給額その他

A）月額　3万円

B）期間　2ケ年以内　但し申請等により

延長出来ることがある。

〔Ⅷ〕ロータリー財団新奨学金制度設定

ロータリー財団は、心身障害者ならびに教

育上の欠陥ある者の教師たちのため、新たに

奨学金制度を設けた。その結果、資格を備え
た申請者の中から選抜された教師たちが、1

カ年間他国へ留学するため、奨学金を受ける
ことになった。

各申請者は、ロータリー・クラブによって

推薦され、地区によって確認されることを要
する。ロータリー財団管理委員会は、1971∬

72年度に申請する候補者の中から、1973－74

年度に留学する教師25名を選抜することにな
っている。

申請書用紙ならびに追加情報は、通常の教

育補助金に関する資料を配布する際、同時に
配布されることになっている。

〔1Ⅶ〕「ヒューストン行き」

促進委員会を設置すること

1972年6月1ト」5日、米国テキサス州ヒュ

ーストンにおいて開催される1972年国際大会

への出席を勧誘し、また関係F竃報を提供する

ため、各クラブは「ヒュ．一一ストン行き」促進

委員会を設置すべきである。
この委員会は、大会に関する最新の情報を

ロータリアン誌、レビスタ・ロータリ7およ

び国際ロークリ・ニュースから得ることがで

きる。



大会予告編ならびに大会郵送名薄への申込
みカードは後日各クラブ会長宛に送付される

予定である。

〔Ⅸ〕ロト一夕リーの現状

1971年8月9日現在、149カ国および地理

的地域に14，906のロータリー・クラブがあり

推定704，500名のロータリアンが存在してい

る。1971年7月1日以降加盟を承認された新

クラブ数は18に上り、12カ国にまたがってい

る。

〔Ⅹ〕ロータリー財団奨学生出発

1971年度当地区選衝のロータリー財団奨学

生の佐藤千露嬢（飯坂RC推薦）はピアノ専
政の為、西独逸エッセン市のフォークマン芸

術大学に入学の為、去る7月29日羽田を出発
されました。

また同じく佐藤厳君（福島RC推薦）は英
語教育研究の為、アメリカ合衆国インディア
ナ州マンシー市にある州立ボール大学に向け

8月5日羽田空港から夫々出発されました。

両君の今後一ケ年間の御勉学を心からお祈り

致します。

〔笈〕最高記録の年

561の新クラブ

668人のポール・ハリス・フェロ＿

1970－71年度には、561の新ロータリー・

クラブが国際ロータリーへの加盟を認められ

た一最高記録の年である。それまでの最高は
540の新クラブができた1968－69年度であっ

た。なお、1969－70年度の新クラブ数は530

であった。

同年度は、ロータリー財団にとっても最高

記録の年であった。ポール・ハリス・フェロ
ーになった人は668人増えて、合計1，338人と

なった。ポール・ハリス・フェローとは、1

カ年の期間内に、もしくはボールりヽリス準

フェローの規定に定められた方法により、ロ
ータリー財団に対し1，000ドルの寄付を行な

った老または行なわれた寄付の名義人となっ

ている者のことをいうのである。

〔Ⅶ〕海外のクラブとの接触の道を開く

「国際奉仕計画」（クージェット）

本年度は善意を強調する年、1‾善意で世界
をとり囲む」年である。

アンストG．ブライトホルツ会長はロータ

リアンに対し、国際奉仕において少くとも次

の3つの方法によって「善意を行動に移す」

よう要請している。

開発途上国における困窮社会の援助計画を

支援すること。
青少年交換学生を派遣し、または受け入れ

ること。

国際的接触の道を開き、他国からの訪問客
をクラブまたは家庭に招くこと。

クラブは、本号に同封して会長宛に送られ

るパンフレット706－J、国際奉仕計画を利

用して、以上の活動の何れか或は全部に参加

することができる。このパンケレットには、

青少年、クラブのウィークリー・プログラム

交換のために他のロータリー・クラブと組み

合わせになること、アマチュア無線、世界社

会奉仕計画に協同参加することなどに関心を
持つ世界の436ロータリー・クラブが登録さ

れている。

あなたのクラブの国際車仕委員会にこのパ
ンフレットを回覧させられたい。そしてクラ

ブの考慮を求めるためにあなたが例会で発表

できそうな計画を選定するよう同委員会を督

励されたい。

ほ肛〕地区大会だより

残暑の折各クラブにおかれましては、ます
ますご隆昌のことと存じあげます。特に会長

幹事各位には、仕事の段取りにお忙しいこと
と思います。

本年度の地区大会につきましては、各パス
トガバナーのご指導と各分区代理、各クラブ

会長各位のご協力を頂き国際ロータリー352・
353地区連合年次大会として山形クラブ、仙

台クラブがホストクラブ、山形北クラブをコ
・ホストクラブとして、来る9月25日（土）

26日（日）の2日間に亘り、山形市において

開催されることになりました。
つきましては、本大会を盛大に開催できま

すよう、貴クラブ会員並びにご家族の皆様方
多数ご参加下さるようおすすめいただきたく



お願い申し上げます。

tt花笠の山形へ！

あなたとあなたのご家族を 『③

心からお待ち申しております．．

1971～72国際ロータリーヨ≡…地区連合

年次大会概要

9月25日（土）　於　山形県民会館

9：30　会長・幹事会登録開始
日：00　大会登録開始

1：00　大会開会

3：30　記念講演

講師・三鬼陽之助氏
5：00　第一日大会終了

9月26日（日）

9：00　点　鐘

9：45　部門別協議会

11：15余興〈票蔭琵琶社中

1：00　再　開

1：30　表　彰

2：30　RI会長代理「感想」

3：00　散　会

9月27日（月）　親睦ゴルフ大会

於　蔵王ゴルフ場
8：00　スタート

27日（月）　観光コース　概要

蔵王エコーライン（仙台駅前解散）

出発　9：00

詳細につきましては、すでに事務局より発
送してありますパンフレットをごらん下さい

出羽三山コースは申込少数の為中止致しま
す。

持Ⅳ〕喰い逃げさんに警告？ノ

（；言完蒜貰詣壷クリ‾）

態S．A．Aからお願い

早退者への4つのテスト

4－WAY TESTFOR ttSCOOTERS”

Rotary Club of LosAngeles

①ISITTRUEthatyoureallycan．t

remain uhtilthe meetingadjollrnS？

例会終了まで残っておられない理由のあ
るのほほんとですか？

ISIT FAIR to walk out on the

Speaker whois giving his time to

inform you or entertainyou？

スピーカーが自分の時間までさいで情報

を伝え貴方を楽しませてくれるのを見捨
てて中座するのほ公平なことですか？

③　WILLIT BUILD GOODWILL AND

BETTER FRIENDSHIPS to slight

your guest and your host at the

Club？

クラブのゲストやホストをないがしろに

するのは好意と友情を深めることになり
ますか？

④　WILLIT BENEFIT your fellow

Club members，their guests and

Other visitors to see youleave

early？

メンバー・ゲスト・ヴィジクーの見てい

る中で逃げ出すのはみんなのためになり

ますか？

ほⅤ〕幹事報告

（1）北海道北見東RC　創立10周年記念式典
10／24（日）PM2：00　北見会館

（2）例会時間変更　山形北RC
9／23（木）PM6：OD産業会館6階

（3）会報到着

長井、八戸東、石巻、会津坂下、

高畠
（4）ガバナ公式訪問日程

12／6（月）　会長、幹事、協議会

12／7（火）　例会出席


