
（∋　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

四　つ　の　テ　スト

∈）好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

職業奉仕

1．顧客に対して：

最上の品質、最高のサービスを提供しているか

常に正直と親切を旨としているか

2．従業員に対して：

彼等の長所を充分に認めかつ買っているか

安全で快適な職場を確保しているか

苦情に対して公正な態度で対処しているか

自ら誠実、正直、善意の手本を示しているか

四つの反省

3．競争者に対して：

公正な態度で接しているか

あなたは、行動をもって誠実を感銘させているか

彼等とともに事業水準の高揚につとめているか

4．協力者に対して

公平でしかも友情にみちた関係を保っているか

いつも支払をよくしているか
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（≠ネトスピーチ）

山形県青年洋上大学に参加　して

洋上大学の寄港地のマニ

ラ、上海、蘇州。自分にと

って初めての外国で最も感

じたことは、やはりこれか

らの若者は英語ぐらいは話

せなければだめだというこ

とだった。現地青年との交

歓会、交流会では、なんと

かなるのではと思った英語

もなかなか通じなかった。それでも笑顔でごまかし、

なんとか国際親善の役も果たしたのではと思う。

洋上大学は、大きく、寄港地での研修、船内での

研修に分けられるが、船内活動では、船という特殊

麿的蛮藩の麗

菅　原　成　規　君

な環境の中で、職場と家庭を離れて自分を見つめ、

講義、ゼミナール、その他の行事を通じ、同じ山形

の仲間の連帯・協調の大切さを感じた。

マニラ、上海で現地見学、現地青年との交流、交

歓をしたが、政治体制も社会機構もぜんぜんちがう

国、それと自分の住んでいる日本、3つの国を比較

して、いろいろ考えさせられたことが多かった。

特に中国では、『4つの近代化』という大きな目

標をかかげ、国民全体でがんばっているなあという

いきごみが感じられた。

洋上大学は終わったが、ほんとうの活動はこれか

らだと思う。団員1人1人が地域・職場の中心とな

り、地みちでも息の長い活動、各地域・職場の発展



につながるよう、この成果を還元していかなければ

ならない。

最後に、洋大への応募が減っているが、参加した

いが会社で17日間も休めない、という人も多くいる。

会社の経営者の方々にも洋上大学というものを理解

していただき、ど協力を願いたい。

（二互亘二重j⊃　川村徳男君
1．9日（日）の黒川能鑑賞の会員家族会は、41名と

いう多勢のご参加がありました。神殿の建物がそ

のまま能楽堂になっているのも普通は向って左手

にだけある花道（というのかどうか）が、演ずる

人達の上座、下座の関係で、右手の方にもついて

いるのが珍らしく恩いました。出し物が船弁慶と

いう素人わかりのするものでしたし、附子という

狂言も方言まじりのせりふが一層おかしさも加え

て、今迄はどちらかといえば縁遠いものとして食

わず嫌いの気味があった人も、親しみを覚えたの

ではないでしょうか。

朝のうちは、あいにくの天気で、予定した宝谷

に寄るのを諦らめたのですが、午後から雨もあが

って、宝谷からの庄内平野の眺めは、黄金の海に

点在する緑色の集落の景色は、すぼらしいもので、

車が方向を変えるごとに右から左から子供のよう

な歓声があがり、ガイドさんのユニークなガイド

もあって、学校の遠足のような賑やかさで、参加

した皆さん、大へん楽しい一日になった様子でし

た。計画された親睦活動委員の方々に心から感謝

申し上げます。

2．9月4日（火）に開催されました交換学生との懇

談会には、学生側が伊藤さん、木村君、小池志保

さん、梅木理恵さん、新穂恵さんの5人が出られ、

留学当時の苦労はなし、帰ってからの近況などを

聞かせてもらいました。留学中の問題として、二

番目のホストファミリーがなかなか決まらなかっ

たり、クラブが割と冷たかったり、とか、意外な

事実がわかって大変参考になりました。クラブか

らは9人出席しましたが、大変良い企画だとお客

さんからも会員の皆さんからも好評でした、国際

青少年交換委員の方有難うございました0

3．9月6日（木）田川地区の高等学校、中学校英語

弁論大会に出席して祝辞を述べ、賞状、優勝カッ

プの授与をしてきました。福栄とか藤島の中学校

からも参加していたようですが、中学校からの参

加者が少なくなったと言っておられました。会員

の皆さんのお知り合いに、来年あたりから出場す

るよう奨めて下さるようお願いします。

4．次の例会までの行事

（1）ロータリー関係行事

かねてからど連絡しましたように今日4時か

ら住よしで第2回クラブ協議会がありますので

よろしくお願いします。

（2）一般行事

今日は二百十日です。いつも思うのですが庄

内は自然災の少ないところで、幸いです。

新潟沖地震もちょっと古い話になってしまいま

した。

13日（木）は世界の法の日、15日（二Dは敬老の日

（垂つ　迎田　稔君
1．ロータリーカレンダー壁掛用、卓上用の御案内

事務局まで。

2．認証状伝達式　大阪大手前RC

回覧

台中港、東京、鶴岡西、鹿児島西、立川、RC、

会報　　立川RC．活動計画

（二亘至二重二重互〕　川村徳男君
鈴木君は現在ダイエー鶴岡店々長として第一線に

活躍している38才の若手ファイトマンであります。

鶴岡に来てからすでに2年余りになりますが、東京、

仙台などこれまで10回位転勤人生を経験しておりま

す。マイホームは市内道田町にあり、昭和44年に東

京にて結ばれた恵子様と一粒種の賢輔君（小学校3

年）と三人家族です。

日本大学卒業、大学時代山岳部、登山、スキーは

ベテランです。ゴルフはビギナークラスです。先日

J．C主催の麻雀大会では準

優勝されたとの専らの噂さ

ですのでと用心、ご用Ib。

こ　挨　拶

鈴木正昭君

只今紹介された鈴木です。

この度皆さんの仲間に入れ

てもらい大変うれしい。皆

さんについていきますのでよろしくお願い申し上げ

（二夏雲夏聖霊D有志本間俊郎君
民間サイドで有志6人で祝う会を作り胸を張って

ヽ＿／



歩こうと私の教え子達が協力さオ鳩0周年シンボルマ
ークを入れたネクタイを作りましたので10月1日の

祝う会にはネクタイをしめ参加しましょう。1本

2，000円でおわけしておりますのでよろしく願います。

⊂を‾7．才．‾垂つ

若生恒吉君　福島県飯坂でローターアクト11

回年次大会に出席レセプション

の審査をしたので

三井　　健君　　9日の家族親睦会盛会裡に終了

⊂∈亘互≡⊃
温海R．C．　　渡部晃雄君

余目R．C．　　佐藤孝治郎君

鶴岡西R．C．　帯谷義雄君．井上　　彬君
〃　　　　八幡慶二君

⊂要員会報草」
0青少年奉仕委員会

教育110番（聡123・9110）

運営委員・カウンセラー名簿

米運営委員

川　村　徳　男（会　長）

山　口　篤之助（副会長）

佐　藤　噸　治（会長エレクト）

米招暗カウンセラー（敬称略・順不同）

佐　藤　　　忠（理　事）

新　穂　光一郎（理　事）

内　山　喜　一（直前会長）

迎　田　　　稔（幹　事）

渡　部　利　夫（会　計）

石　黒　慶之助（バストガバナー）

秋　野　　忠（副幹事）

松　田

藤　川

吉　野

米事　務
藤　川

工　藤

佐々木

若　生

佐　藤

今　村

郎（副幹事エレクト）

胤（理　事）

薫（理　事）

胤（青少年奉仕委員会委員長）

道（青少年委員長）

彦（インターアクト委員長）

吉（ローターアクト委員長）

明（S・A・A）

哲（ロータリー情報）

塚　原　初　男（国際親睦）

佐　藤　陸　男（プログラム）

小　松　三　男（ローターアクト）

米ロータリアンカウンセラー

菅　原　辰　吉・染

市　川　輝　雄・庄

津　田　晋　介・塚

佐　藤　元　伸・小

高　橋　良　治・中

太　田　　　貢 �朝一小校長 �千石町4－28 �22－3075 

吉　住　三　郎 �羽黒二小校長 �みどり町32－44 �22－8041 

小　松　佳　雄 �鶴岡市教育委員長 �上畑町9－14 �22－7282 

金　内　幸四郎 �鶴二中校長 �みどり町1－19 �24－6787 

金　内　重治郎 �元中学校長 �家中新町4－12 �22－8208 

佐々木　茂　吉 �明倫幼稚園長 �家中新町6－9 �22－6613 

中　里　亮　子 �庄内教育事務所 �宝町2－64 �22－7767 

中　西　達　雄 �鶴岡市教委学校課長 �三光町19 �24－2922 

結　城　清　書 �鶴岡高専教授 �谷定楯ノ前 �2■2－3030 

生　田　謹　書 �朝三」＼校長 �陽光町14－29 �22－4378 

佐　藤　善　一 �鶴南高校長 �錦町6－58 �22－1251 

岡　崎　克　次 �鶴三中校長 �本町二丁目4－21 �22－5645 

天　野　俊　秀 �いなほ作業所長 �文園町1－8 �24－0719 
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佐　藤　とも子 �前婦人補導官 �みどり町2－16 �23【2130 

石　川　　　実 �社数理事 �泉町5－70 �22－2981 

富　樫　茂　八 �鶴岡市教育長 �新形町15－36 �22－7765 

中　沢　　　潔 �青年会議所理事長 �上畑町1－12 �22－8462 

村　井　勢　一 �青年会議所専務理事 �新海町24－8 �22－1573 

加　藤　有　倫 �鶴岡市教育委員 �大叫三丁目32－25 �33－3200 

御　橋　義　諦 �酒工高校長 �本町二丁目7－30 �24－7358 

高　橋　喜久男 �ローターアクト委員長 �若葉町5－24　若葉寮 �25－1663陣 

佐　藤　　　仁 �市教委生徒指導 � � 

（今週の担当者　斎　藤　昭）

ロータリー用語便覧（6）

拡　大　補　佐
特別代表が単独でそ

の割当てられた地域

にロー∵グリー・クラブが設立できない

と思われたり、ガバナー自身必要な援

助ができない場合には、特別代表の近

くに住むロータリアンでクラブ設立の経験者が、ガ

バナーからの指名をうけて特別代表を援助する。こ

れを拡大補佐というが、事情によっては自らクラブ

設立に当ることも認められる。

管葦聖上の集団
国際ロータリー細則11条において、

理事会はガバナーに対して、その

地区運営上必要な委員会、顧問または他の助言者の

ような運営機関をおく権限を与えることができると

定められている。また理事会は、必要に応じて2つ

またはそれ以上の、地理的に接近した地区から成る

区域の中にあるクラブを、地区ガバナーの監督のほ

かに更に別な方法によって、これを二重に監督する

ことも許されている。ただし、この方法をとる場合

には、理事会はそのような監督をするために適切と

思われる手続き規定をつくり、まずその区域内のク

ラブの承認を得たのち、国際大会の承認を得る必要

がある。

他のクラブへの　メーク・アップのためとか、その
訪問　　　　　他の事情で、全く顔みしりのない

他のロータリー・クラブを訪問したときには、ロー

タリー徽章で身分を示すことができるが、正しくは、

最も新しいロータリー会員カードを提示して、自己

紹介することが望ましいものとされる。

→出席、メーク・アップ

い　　　　　　　　」　「．川
1枠．，ノ　　；　r　　∫■圭

．　　」　■lL・JrlJ【1．JL耕J物が鋸

団　体　行　動
クラブとして、または国際ロータ

リーとして活動するなど、ローダ

リーが団体として行なう行動。ロータリーで社会奉

仕というのは、ロータリアン各自がその個人生活に

おいて常に奉仕の理想の実現につとめることで、決

議はそれについての根本方針を示したものであるが、

決してロータリー・クラブの団体行動を禁じてはい

ない。ロータリー奉仕の主体はロータリアン個人で

あるとしながらも、クラブの団体行動が、個人会員

の奉仕意欲を刺激する効果を認めている。そのため

にもクラブが団体として、その会員全部の協同を必

要となる何等かの活動を持つことを示唆している。

規定審議会
国際ロータリーの立法機関で、3

年ごとに理事会の定めるところに

より、国際大会の前に、その開催地かその附近で開

かれる。審議会は、約400名の各地区クラブ代表を

もって構成され、提出された立法案件のすべてにつ

いて審議し、その決定はすべて国際大会の決定とし

て効力をもつことになる。ただし、その決定は出席

規定審議会代議員の投ずる有効投票の過半数の賛成

票によって採択されるが、その決定に不服のあるク

ラブが全クラブ投票枚数の10％に達するときは、審

議会の決定は保留となり、改めて次の大会に付議し

て、最終決定することになる。また、各クラブがこ

の規定審議会に立法案を提出しようとする場合には、

まずクラブ例会で理事会からクラブに案件を出し、

それがクラブで採択される必要がある。採択された

案件は、クラブ会長・幹事長の署名した書簡を添え

て国際ロータリー事務総長に送付しなければならな

い。この場合にも、立法案を提出するに至った理由

書を添付することが望ましいとされている。

■　・　一　　　一　　　・・　■

r　日工うう　二三　7　711

7り■l車上曜日　　仁伎1二　川＼1し
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