蛮彙脚司焉盈勒 挙手徳田達郎 汐矛矛蔓慢鯨珊瑚範 践宗徒庄司姦雄 社会亘 葡萄竃 未来 匡懐葱韓注 亮 奇妙棄副萱現戻鞠易

（ゲストスピーチ）
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今、アメリカから帰って

りました。朝は日本よりも早く、8時に始まり2時

来てみて、つくづく1年間

半に終りました。また生徒が自分の好きな教科を選

早かったと思います。それ

択できました。私は物理、演劇、心理学（これは2

は、私のアメリカン・ライ

学期の後にあき時間となりました）、英語、美術、

フが毎日新しいことの出会

音楽、数学、体育、写真を選択しました。その中の

いで、充実していたせいか

写真にはとても興味がもてて、私の大好きな教科で

もしれません。

した。放課後はAFSクラブ、ドラマクラブ、ソフ

私は、昨年8月から今年

トボールクラブに加わってました。AFSクラブと

の8月までの1年間、アメリカ、ペンシルバニア州

いうのは、留学生と学校の生徒のふれあいのクラブ

のノーサンプトンというところに行ってきました。

で、パーティーをやったり、ピクニックに行ったり

それは、ペンシルバニア州の東側で、独立地のフィ

してとても楽しかったです。ドラマクラブでは、3

ラデエルフィアとニューヨーク市の中間点に位置し、

月にミュージカルをやった時に、私もステージに立

人口8千人ぐらいのとても小さな町でした。町の中

ちました。また、ソフトボールクラブでは、これが

心部であるメインストリートにでさえ映画館1つ、

なかなかのチームで州大会まで行きました。全て良

靴屋1つ、医者1つ、銀行2つ、ちょっとした店3

い思い出となりました。

つぐらいしかありませんでした。でも今となってみ

初めにも言いましたが、本当に1年間とても早か

ると、小さな町でのびのびすごせてよかったと思い

ったです。向こうについたばかりの時は単語力がな

ます。

かったため、相手の言ってることがわからず、悩ん

私は向うで、3家庭にお世話になりました。生れ

だこともありました。しかし、だんだん向こうの生

て初めて家庭や友達のもとを離れてすごしてみて気

活になれてきて、友達も沢山できたし、いろいろな

づいたのですが、留学生にとってホストファミリー

良い経験もしてきました。また、今まで見えなかっ

はとても大切で、ホスト良ければ全て良しと言える

たことが日本をはなれて見えるようになったし、ア

と思います。その点私はとても良い家庭に恵まれ、

メリカでの1年間というものは、私にとってとても

とてもラッキーだったと思います。また自分の家族

大切な年でした。これもすべてロータリークラブの

の大切さを学んだように思います。

みなさま方のおかげです。これからはこの経験を生

向こうでは、私の本業の勉強に大きならがいがあ

かしてゆきたいと思います。本当にありがとうござ

誠に喜しく、且愉快な訪問となった事でござい

ます。厚く御礼申し上げます。庄内平野の見事

（ゲストスピーチ紹む 高橋良士署

な自然とゆたかな人情にふれ、気持ちの伸びや

伊藤久美さんが6日に大変元気で成田に着きまし

かになるのをおぼえました。そのような環境に

た。北高の2年生で渡米しまして、ペンシルバニア

もかかわらず、青少年が都会に出てゆくという

のノーサンプトンというところに1年、交換留学生

現代の矛盾をどう考えたらよいのでしょうか。

として勉強してまいった訳であります。

今後のますますの御摩周を期待申し上げ、御礼

大変にたくましく、体重ではありませんが一まわ

の御挨拶とさせていただきます。

りも二まわりも大きくなられて帰ってこられた様で

なお貴クラブは、さすがに鶴岡を代表される

す。ロータリークラブの交換学生の人的交流は国際

理解に大切な役割をはたしていると思います。しか

万々の所属する大クラブであり、また、ガバナ
ー御二人の輩出されたクラブとて、運営も風格

も一方通行ではありません。もっともロータリーの

もまことに見事で、特に申し上げる事もなかっ

誇るべきプロジェクトであり、アクテビティーであ

たわけです。願わくば若手のメンバーが増強さ

ると思います。

れ、それらの方々が、クラブとしての活動に於

伊藤久美さんのお父さんの御礼の言葉
伊藤勝幸さん
このたび娘の久美が皆様方の大変な御好意により
まして、一年間アメリカ留学をさせていただきまし

て本当にありがとうございました。心より御礼申し

いて、高令会員と好ましい関係を保たれますよ

う、更に御配慮なさる事を特にお願い申し上げ
て、クラブへの御礼と致します。

炎暑の湖御自愛を切に願います。
幹事様へくれぐれも御鳳声下さい。
1986．8．2

上げます。

米沢にて

去年の8月の18日に出発した訳ですが、食事等で

大変心配した訳ですが、向こうの生活環境がよほど
艮かったとみえて、数段身体の万も大きくなって帰

（会長報告）

山。篤之助署

ってきたので、一安心したところです。

1．去る8月8日（金）午後6時より、酒田市ホテル

向こうでいろいろな活動で沢山の友達が出来、お

リッチに於て、庄内分区主催の九里ガバナーの公

金では買えない非常に大きな経験をさせていただき、

式訪問の歓迎と慰労の会をガバナーの奥様を迎え

大変感謝しております。今後この気持ちを忘れるこ

分区代理を始め、クラブ会長・幹事が出席して行

となく努力していきたいと思います。誠にありがと

われました。非常に和やかで、ガバナーはマイク

うございました。

を要望され、白から歌が出るほどでした。

2．九里茂三地区ガバナーより、公式訪問の所感の

手紙をいただきまし。
3．伊藤久美さんが、昨年8月よりアメリカ、ペン

鶴岡R．C会長

山口篤之助様

シルバニア州のノーサンプトンの高等学校へ1年

間交換学生として留学して、今月無事帰られまし

第253地区ガバナー
九

里

茂

三

此の度、貴クラブに公式訪問の節は、幹事様

共々懇切な御歓待と御手配をいただき、且、バ

〔盲￣事報告）松田士郎看

ストガバナー石黒様の御親切をいただきまして

○例会日時変更のお知らせ

＼、

いかと思われますので御一読願います。

1．立川R．C

8月21日（木）の例会を座禅会の為
日 時

8月19日（火）
点鐘 P．M．7：30

場

所

登録料

1，000円

出席され、私は翌日の分科会に出席致しました。ひ
さびさに高校生の若々しい中に数時間過ごさせてい

8月21日（木）
点鐘 P．M．6：30

場

所

吉

合同ゆかた会の為
8月21日（木）
点鐘 P．M．6：30

場

所

登録料

産業会館4階

○認証状伝達式のお知らせ

るクラブが多く、予算も全然ないクラブや、今日何
の目的で来たかわからない生徒もありました。どの

ような活動をしているか聞いたら、市の方からの依

第262地区富士吉田西R．C

登録料

ていて、そして今私達スポンサーの親クラブにはど

ただくクラブはほとんどなく、子供達にまかせてい

1．台中港区扶輪社15周年記念誌

所

ら私が、学校でインターアクトクラブ活動を行なっ

その中で、例会には必ずスポンサーが出帝してい

O記念誌到着のお知らせ

場

がありましたが、少しダラグラしていたものですか

ヒントを与えました。

1．台中港区R．C

9月23日（火）

についてということで、最初御参加の県内のインタ
ーアクトの各学校から、これまでの経過報告の発表

て、それにそって会を進めてみてはいかがですかと

1．東京R．C

時

テーマが「考えよう、奉仕のすがたを」という事

のような要望があるのですかという意見を出しまし

3，000円

○会報到着のお知らせ

日

思いました。

その中で、インターアクトと学校とのかかわりあい

8月20日（水）．21日（木）の両クラブ例会は

時

ただいたのも、ロータリーに入っていたおかげだと

で、200名の出席者の中で3分科会に分かれまして、

源

1．酒田R．C・酒田東R．C

日

21回インターアクト年次大会が先般温海において

開催されました。初日には委員長、松田幹事さんが

8月21日（木）の例会は納涼例会の為
時

丹下誠四郎君

見龍寺

1．村上R．C

日

（ィンクーアクト委員会）

P．M．1：30

富士急′、イランドホールシアタh
15，000円

〇第21回インターアクトクラブ年次大会終了のお礼

頼行事や献血運動、身体障害者・老人の手助け等の
奉仕に活躍していますとの事でした。中にはスポン
サークラブが一生懸命で、毎回例会の時、貴重なス
ピーチを会員が行なったりするクラブがあったりし、

状が、小委員長．本間儀左工門殿よりまいってお

もう少し親クラブが親身になっていかないとなかな

ります。（皆川委員長へ）

か大変だと思いました。

（二二転垂二重亘至二二）加藤和＿君
ロータリーの友8月号を配布してありますが、左

（ス マ イ ル）
田中錦造君

開きの横書き23頁に九里先生の記事が載っています。
ぜひお読み下さい。縦書きの右開きの7貢にアメリ

公共料金と暴力対策委員会設立結
成大会を起念して。

菅原辰吉君

鶴岡スイミングクラブの佐藤浩志

カの話ではございますが、「大型スーパーを恐れる

君が日本水泳選手権で100mバタ

必要はない」というタイトルの記事が載っておりま

フライで優賞しました。アジア大

す。日本の流通業界にも何かヒントがあるのではな

会の日本代表選手に選ばれました

ので。

加藤 賢君

員同士の親睦を重くみる一方、クラブとして、なに

か地域社会のために役立つ活動をしたいという希望

先日の関原さんのスピーチで寛明

佐藤陸男君
佐藤 衛君

張 紹淵君

若生恒吉君

堂を宣伝していただいて。

を、はじめからもっていたのです。そして、クラブ

佐藤浩志君の優賞を祝して。

創立後2年たった1907年に、クラブ最初の社会奉仕

水運への応援と御理解に感謝して。

事業がおこなわれました。公衆便所が一つもなかっ

出荷委員会の3名の委員が先週全

たシカゴ市役所の近くに、はじめてつくったのです。

員欠席して、欠席委員会といわれ

シカゴ・ロータリー・クラブ創立の3年後には、

ているそうです。反省しまして。

2番目のロータリー・クラブがカリフォルニア州サ

かつてお世話になった交換学生の

ンフランシスコに結成きれ、その翌年には、新たに

グレントン君が結婚することにな

3つのクラブが結成されました。そして、全米の都

りました。

市にあいついでロータリー・クラブがつくられ、1910

伊藤久美さんが無事帰国されて、

高橋良二君

年には、全米のロータリー・クラブ総数は16クラブ、

前年度委員長の荷がおりて。

会員数は合計1，500人に達するまでになったのです。

同 上 （若生さんと同じ）

1910年にロータリーは、はじめての大会をシカゴ

でひらき、この大会で16クラブを加盟クラブとする

（ラ スト⊃

「全米ロータリー・クラブ連合会」が結成されまし

伊藤勝幸 さん（久美さんのお父さん）

た。そして、ポール・ハリスがこの連合会の初代会

伊藤久美

長にえらばれ、事務総長には1908年にシカゴクラブ

さん

に入会したチェスリー・R．ペリーがえらばれまし
（ビ ジ タ ー）

た。ペリーは1942年に引退するまで事務総長をつと

横浜鶴見北R．C

田中正司君

鶴岡西R．C

加藤有倫君

めました。会計にはエルマー・A．リッチがえらば
れましたが、そのあとルファス・シャピンが1912年

鈴木昭吾君
中村

から1945年に亡くなるまで存在しました。

紘君

奉仕の理想が次第に具体化していったのは、アー
サー・フレデリック・シェルドンがシカゴクラブに

入会したころがらのことです。商社の書籍販売予約

ォ十・十一・●★一十日一ト

セールスマンの指導にあたっていたシェルドンは、

↓◆・ヰJ
ロータリー教室餌
∴・■鼠‥

ビジネスはすべて社会につくす手段でなければなら

ロータリー小史3

ないと信じ、1910年のロータリー最初の大会で、

ttHe Profits Most Who Serves His

このような、新しいクラブができたというニュー

スは、急速に広がり、会員数もふくれあがって、会

Fellows Best．

員の事業所で会合をひらくことができないほどにな

者は、もっとも多く報いられる）と主張しました。

（もっともよく仲間に奉仕する

（次回に続く）

りました。そこで、毎週の例会は、レストランやホ
テルでひらかれるようになっていきました。
ポール・ハリスは、シカゴ・ロータリー・クラブ

を、たんに会員同士の商売や、事業の便宜をはかる
ためだけのものにする気持はありませんでした。会
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