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Shalで尺OlaW一

SerpePと叩Ie

垂寿を堕葦至空≡重
義面秦荘壷≧≡≡

（会長　報告）
内　山喜一君

最初に大変残念なことですが、9月8日三浦悌三

さんから退会届が提出されました。止むを得ない事

情と判断致しまして、理事会はこれを認め、本日受

理いたしました。

次に、職業情報委員長に黒谷正夫さんを理事会で

決定いたしました。よろしくお願いします。

次に、青少年活動月間の事業の一つとして、小淀

川にお住いの矢口晶一さんを表彰することに決定い

たしました。矢口さんは、特別養護老人ホームに勤

務されまして、青少年を多く結集してボランティア

活動の指導者として抜群の功績を残されております。

青少年の健全育成に大きな力を発揮したということ

が、その最大の理由でございます。

以上、理事会の決定を報告させていただきます。

（幹事報告）　斎藤隆君

1．会報到着

米沢西R．C．

2．例会場移転の案内

米沢西R．C．10月4日より

新例会場　　ニューグランド北陽

3．第266地区大阪大手前R．C．認証状伝達式の案内

と　き　　10月21日（金）

ところ　　大阪コクサイホテル

登録料　15，000円

申込みは9月25日まで事務局へ

4．1984年ロータリーカレンダーとロークリ≠ダイ

アリーのご案内

カレンダー　表紙共15枚　　1部　500円

ダイアリー　A5版　　　　1部1，000円

申込みは事務局まで

5．日中友好のしんぶん「日本と中国」9月5日号

到着

6．9月4日に行なわれた鶴岡ライオンズクラブ20

周年記念式典の礼状到着

7．千葉県栢R．C．のバナーが阿部与十郎会員と交換

（＿親睦活動委員会）　佐藤忠君

会員誕生　　上野三郎君

奥様誕生　　三井糸（徹）様．三井順子（賢二）様．

本山京子様．染野恵美子様

（青少年奉仕委員会〕　小池繁治君

9月は青少年月間ということで、その一環として

R．C．でかかわりのある鶴工．高専のインターアクト

クラブとローターアクトクラブの方々をおよびした

わけです。ただ青少年に我々ロータリアンが眼を向

けるというのは何も月間だけやればよいというので

はなくて、常時やらなければならないものではなか

ろうかと思っております。

そこで、眼を開くというか、どういう活動がされ

ているかということを今日スピーチで話を聞いて、

いくらかでも興味をもって何か手助けのできる、又

ロータリアンとして指導のできるものは、どんどん

与えていただきたい。

それから今日の資料で見ますと、ローターアクト

クラブで切手の募集を3月に計画されているようで

すが、ロータリアンの皆様もど自分のところに来た

切手などを、今からその気になって集めていただく

ことくらいの協力はできると思いますので、よろし

くお願いします。

いづれにしても青少年に対してロータリアンは眼

を向けて、これからの時代を導く人達ですから、興

味をもって見ていただくことは非常に結構なことだ

と思いますので、3人のお話を静聴願います。



鶴岡工高IA会長　桜井峰夫君

8月5～7日福島磐梯青

年の家で、インターアクト

クラブの年次大会がありま

した。鶴工からは私と佐藤

文勇者が参加しました。大

層大きな建物で、4～5団

体が私達と一緒に入りまし

た。1日目はキャンプファイアーをやりましたが、

あまり火が燃えず、盛り上らないうちに終ってしま

いました。2日目は、午前中に七宝焼、皮細工、竹

細工に分れて皆で作りました。午後はピクニックで

近くの磐梯高原に登りました。夜は猪苗代公民館で

クラウンレコードの社長の講演を聞きました。大変

興味深いお話でした。3日目は分科会で、3班に分

れ話し合いをしました。その後全体会で閉会式をし

て退館しました。

私は昨年も年次大会に楽しく参加してきましたが、

今年は昨年以上に有意義で楽しい大会でした。今年

は庄内地区のインターアクト全参加者が同じマイク

ロバスで行きました。往きは静かでしたが、帰りは

皆打ち融けて活発に楽しく過しました。以上が年次

大会の報告です。

それから、鶴工のクラブの現況ですが、会員数は

3年生11名、1年生1名で、3年生が卒業すると1

名しか残らないので、入会を促進しなければならな

いと思っています。

今年の活動は、5月に子供祭りの補助、7月に内

川清掃、8月年次大会、9月の今度の日曜に第2回

お喋りパーティを鶴工がホスト役で開きます。テー

マを「青春」とし、高校生が考えていることをその

場で思いきり話し合ってみてはどうかということで

開きました。第3回は1月に予定しています。

鶴高専Ⅰ．九会長　碓氷雅保君

年次大会は福島の喜多方

高をホスト役で開かれまし

た。私を含め4名参加しま

したが、全員が初めてとい

うことで、何もわからない

まま体験しましたが、それ

でも素晴らしいものを得て

帰りました。

出発の日は朝8時から8時間位バスに揺られて福

島まで行きましたが、向うに着くと、自然の中で疲

れを癖やしてくれるようでした。開会式のあと部屋

に入り、色んな学校の人達と顔を合わせて、人との

ふれあいということをすごく感じました。

2日目は、午前中の3班に分れての工作活動を通

して、1人1人自分なりの作品を作り上げ、2つと

ないものを作ったということで皆満足し、自慢しあ

える喜びを感じました。

午後の磐梯高原のハイクでは、灼熱の炎天下だっ

たので、気分の悪くなった人も出ましたが、友達を

つくるよい気会ということで、色々なグループがで

きました。1人1人の性格がわかってきたのもこの

頃でした。3時間位のハイクの中で、3日以上の体

験を得たような気がします。すはらしい思い出とな

りました。

2日目の夜は、猪苗代公民館での講演でしたが、

ハイクの疲れで多少居眠りもありましたが、話の後

半は迫力があって、皆社長のお話に引き込まれてい

ました。

3日目は分科会で、ボランティア活動の問題点、

国際交流等について話し合いをし、それから全体会

議に運ぶという形でした。分科会では各校の現況、

問題点等を話し合いましたが、人数が少ないという

のが一番の問題点としてあげられました。

福島は意外と人数があるというので、うらやまし

く感じました。分科会の発表では、東北の人間の性

格なのか人の話はよく聞いても自分から積極的に話

を出していかない点が見られるのは残念でした。

3日目を終り帰る頃は、皆もう1日いたいという

気分で、名残りおしそうでした。庄内はかたまって

いったので、帰りのバスの中は明るく賑やかでした。

年次大会を見て、ボランティアとは何かというこ

とに触れたのが最終日の午前中そらいだったのはさ

びしい気がしました。また、国際交流の点でアメリ

カなどから留学生や招待のお客さんが多く来ていま

したが、一緒に行動することがあまりなくて、離れ

た所から、あれが外人さんだという眼でしか見られ

なかったのは残念でした。

わが校の現況は、部員は10名弱で、なかなか集ま

らないのが問題となっているし、部員の確保を重点



にしたい。また18日、鶴工がホストでやる「お喋り

パーティ」に全員参加するよう呼びかけている。独

自の活動としては、湯田川の鶴峰園にボランティアと

して買物時の手伝いなどをしたいと考えております。

鶴岡R．A会長　五十嵐由紀君

皆さんのお手元に今年の

事業計画書がでていますが、

今年はクラブが出来て11年

目になるので、もう1度原

点に戻って一生懸命やりた

いし、他のサークルとの交

流も深めたいと考えており

ます。同じ親を持ちながら全く交流のないインター

アクトの皆さんとの交流も考えていますが、今年中

は無理としても、来年は是非実現できるよう計画し

ています。

お願いになりますが、どこのクラブも減少してい

ますが、うちのクラブは昨年まで7名、今年に入っ

て2名新会員として迎えることができて、現在11名

ですが、それでも計画書に載っている事業をやるに

は少ない人数なので、皆さんの協力を得て、人数を

増やしたいと思います。

うちのクラブは、18～25才の働く青少年男女で

構成され、例会は月2回第1・第3水曜日に青年セ

ンターを使わせてもらい、色々な事業の決定や話し

合いをやっています。出来れがローターアクト委員

長ばかりでなく、ロータリーの皆さんは1人でも例

会に出席して、見ていただきたいと思います。

各事業所の中で18～25才の職員の中から1名で

もよいからクラブに入れていただきたい。

計画書の説明をしたいと思いましたが、会員増強

が一番なので、この事を話させてもらいました。よ

ろしくお願いします。

鶴岡ローターアクトクラブ事業計画書

S58．7．1′〉S59．6．30

月　　　　日 �担　当 �内　　　　　　　　　　容 �備　　　　　考 

58．7．9出 �理事会 �創立10周年記念反省会 昭和57年度反省会 �於．中国飯店 

7．10（日） �社　会 �鶴岡市内川清掃協力 �於．内川 

8．14（日）～15（月） �社　会 �鶴岡ふるさとまつり出店協力 �於．内川通り 

8．27出～28（日） �ク　ラ　ブ �キャンプ研修 �於．七窪キャンプ場 

9．11吐） �社　会 �鶴岡公園吸殻入ペンキ塗りかえ �於．鶴岡公園 

10 �ク　ラ　ブ �他サークルとの交流会 � 

10 �社　会 �施設　訪問 �於．愛光園 

11．6（日） �社　会 �施　設　訪　問 �於．老人ホーム友江荘 

12 �ク　ラ　ブ �クリスマスパーティ � 

59．2 �社　会 �雪おろし協力 � 

2 �ク　ラ　ブ �スキー研修 � 

3 �国　際 �使用済切手、収集発送 � 
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5 �社　会 �天神まつり事前PR � 

6 �ク　ラブ �機関誌「でごいち」発行 � 



〔会‘鼻報告）
新穂光一郎君

私の娘の留学先のホストファミリーから手紙が来

ましたのでご招介させていただきます。

『恵が来てから2週間になります。彼女は学校が始

まることを大変楽しみにしているようです。

彼女は、セントピーターズハイスクールの登録も

済ませました。健康調査票もこちらに着きました。

私の家内のハイラインは、最近同校を卒業した娘

の親からブラウスとかコート、ジャケットを譲り受

けたようです。恵は自分でスカートや靴、靴下その

他の衣類などを、来週からの学校にそなえて取り揃

えているようです。

恵に、高校生の子供をもつ家族を紹介しました。

学校に行けば色んな友達を見つけることが出来ると

思います。9月8日のオリエンテーションに彼女は

出席しました。そして書くことや話すことが上達す

るようになるため、ジュニアクラス（日本の高校2

年程度）に編入することになりました。

私は、恵が大変静かで協調的な女性であることを

発見しました。家事を手伝ってくれたり、自分の家

鶴岡市のこと、自分自身のことを英語で、大変ゆっ

くり話してくれます。

私の息子のデビット．Aは、この1週間大変手助

けになったと思います。その半面、彼女もうちの息

子が鶴岡に行った折に日本語を円滑に話せるように

教えているようです。貴方は恵のことを誇りに思っ

てよいでしょう。彼女はR．C．にとって貴重な使節で

あります。彼女は当地でのショッピングとか、他家

を訪ねたこと、彼女の立場などを書いて送ったと思

います。9月の末になれば学校や勉強、日課などに

なじんでくると思います。

10月1日から彼女は、マクルーリンという家庭に

動くことになります。今その準備をしているようで

す。

デビット．Aは、ビザの照合の到着を待ち望んで

います。鶴岡へ翔んでいくことを色々準備している

ようです。貴方から良い知らせが早く来ることを期

待しております』

実は、娘には300＄しか持たせてやらなかったの

で、ミセスハイラインが古物を誰からか貰ってきて

くれたということで、大変親切で有難いと思ってお

ります。大変静かな子だと言っていますが、日本人

は英語が話せないのでそういうことになると思いま

すが、ともかく何くれとなく面倒を見てくれるのは

親の立場として大変有難いことだと思っております。

（ゲ　ス　ト）

鶴工インターアクトクラブ　　桜井峰夫君

鶴高専　　　ク　　　　　　碓氷雅保君

鶴岡口一クーアクトクラブ　　五十嵐由紀君

「i‾ジ　タ　二つ

鶴岡西R．C．　加藤有倫君．斎藤正志君

加藤重郎左衛門君

温海R．C．　　本間儀左衛門君

（次回スピーチ予定）

石黒慶之助君　「四つのテスト」

ロータリー用語便覧（7）

役員の任務
会長．本クラブの会合及び理事会の会

合において議長をつとめ、その他通常
その職に付随する任務を行なうことを

以て会長の任務とする。

会長エレクト．会長エレクトは理事会のメンバーと

しての任務およびその他会長又は理事会によって定

められる任務を行なうものとする。

副会長．会長不在の場合に本クラブの会合及び理事

会の会合において議長をつとめ、その他通常その職
に付随する任務を行なうことを以て副会長の任務と

する。
幹事．幹事の任務は、会員の記録を整理保管し、会

合における出席を記録し、クラブ、理事会及び委員
会の諸会合の通知を発送し、これらの会合の議事録
を作ってこれを保管し、毎年1月1日及び7月1日

現在を以て国際ロータリー事務総長に対して行なわ
れなければならない半期会員報告、国際ロータリー

事務総長に対して行なうべき会員資格変更報告、毎
月の最終例会の直後地区ガバナーに対して行なわれ
なければならないクラブ例会の月次出席報告を含む

諸種の義務報告を国際ロータリーに対して行ない、
ロータリアン誌の鰐読料を徴収してこれを国際ロー

タリーに送金し、その他通常その職に付随する任務

を行なうにある。

（今週の担当者　佐々′木栄一）
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