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（ヱ0エ1班エ）′

せご／宝の　　散等姐

一　　　　■　日勤Ⅴ　　日等妙

（蔦婿t・鍔trI訂エ）

軸亜一婆夢＿エ単軸覗

血旧≡鎚幽彰汝錐叩

上皇4－・⊥∩卓一口幽韓 √ノ
′　叩叩M■■■●一山－■■■H■■－■■←■MH■■■■■t■■■■■■■t■■－

娼髄童

WH■■■■■■1－－■H■■－■■■■●mt■H←■－■■叫■山■■■→■■H■－■■■川■■…←■－Tt■■■”■■■l

（貴　明）●抄鱒
■約1熟程等畳相好曾坤ぎ晋七智0新町笥草奏せ彰晋堀加一打達柳挿才一

塞那1咽紅等蜜′鋸柵、爛々か′一斉七一1′雛、咽等斐陸将

卓　◎　轡　等

（耳Ⅴ荘d白）

引．　　■

1秒事細密1甲を削〉野珊棺酌み妙刊鳩車0才aO等1鮮Y彰一首ダーd叫￥恥皇

普旨諺纏等存法官　尊重等　智

本革「、噌卵塔恥、帖‾っト‘一月ど媚尊マ鯛0－好一月でひ彩毎

払駒鮎0視もマ寄掛媚軌、吋笥YgJd∠餌☆

首冒諺Yを〆d∠（瞥）淵詞サ皇JHコヱ

軍　陣臼好打才　　∠≦劇劇￥

墨書細目と／首r　　〇甘岸射、r′

軍感耳は′≦〃古都　首感奮訝坤淵垣　0

面白釘付タ　　コ甘叩　劾

剛臼相好カ、〇甘細々暴

由持古′打力　　3滴詰寄

何日〝打力　　〇甘￥辱中

日営qlケネーダーん4　0

尉官むらT∠≦古鞘　⑥

キl輌）顎1・罫句等宣知日”～日夕摘め硝染筆啓一‘ゝ′銅鮎目名と～臼gr首g，

ー托才一dキつaW～　β
く‘ん

劫　　陶かト00961

1tへし認諾遊軍日蝕農呈守一■さ′〝　①
‖●＝′＝◆●‥→－‥‥‥′●→－‥■一‥■　　　　　　．　＿　－＿二＿　■

単　相　電　器．甥撃の智暑換

羽略執細呵群糾麺如鹿高時郵拍

（笥　ぎ）啓　等　鮎、P

夢脚回9号　蛍
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金員壌蒙憂 棚嘩細鍛出とう

佐津（昇）暫く％う　大野君（％）斎藤（柴）着く％）佐藤て買）若く施．）ムrL

佐藤（亡）君（号も）田中宕（％′）　　　　確

SM■l LEBOX

（エコエコ）

出席犠

以上7君（能生御綻有難う）

小倉東ROよりバナー

告　金井（臨）乱席奨励委員長

本　　日　　の、　出　　席 ����前　回　‾の　修≡　‾正 

出入 �品名中、 �出 席 率 �の．鮨％ �出入 �ユタ名一一一．→ �出 ■停 車 �卸jぎ％ニー 

席貝 �ユタ名 ���晴嵐 �8／考 ��元．／′％ 

1欠 �長谷川君　小池君　大竹君　菅原君 ���Lメア �大野暫く与り村山・） 

＿搭 ∴者 �宇塚君＿　津由訝・欝申君 ���lツ タプ �俊腋（仁）君（％凍即一‘ 　　　　　　　I 

の．僧ト　ー例会後，定時総会を開催・次年度理事を次の如く決定した

小ノ花　盛　雄君　　金　井　国之助君　　丸　底　茂　雄君

大　野　武　夫蜜　　安　藤　克　助君　　早　坂　源四郎君

三　滴・潜治郎君

凍砲例会　3月劇日（火）‥－　ひさごや

卓鈷予定　　今　間　諜太郎若

く海外見守歩き）

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

1，分～1タ劇RI会長ハロルド．T．I－マス氏の自壊

生気毯与鬼よ／　身にやけよ／　友愛の籠毛かけよ／

ー　．　t■



（∠0∠「日夏エ）

を、二　宮　点　　散等旭

日　勘V　一　日　等岨

（6991・EZtrI甘エ）

埠迎撃等工蝉姐顎
通日≡専幽儲庸傾川1

ヱ≦4・－∩ゼ一口凶韓

辿塞章

●ト蔓1、咽蠍つ樗冒蓬顎牽親国ao心事、欄7、1等屠恕

考尉軍帽葦窮ま封建卓「酌∠“日管葦苦悩鮒鮎出払帽臣－純等つ櫻彰噂翠官尊　⑥

■ふむ与を受ふ新島帰封昂0年0¢腎女官

〉恥鋤等γ叫：GTl－さ′絹的写1昇1棚¢率膵む等写し菅マ蜜官「車一存ダーd」⑰

●￥1茅Wq葛aY牽つ鳩非も⊆暑　くン宮

㍍償耶㈲哨㈲摘潮摘澱止酢噌幻欄鋸硝＝丹那㈲削㈲媚㈲組側和

￥娼婁療〇帥逗蕃早0新星一箪秦里・等1コ47コ㌢描錮鞘む宣Y昏細目等コぎー言古一口　⑥

●、1宝⊥ユ1持場等蔓aO÷羊　等沖等冒董0円軍半株凄昂鶴亀黛空音一手i′仔　◎

、1宮山¶卓率ユ哨a叫罫q恥、1馬￥・用役椚；1“絹¢墾a“‘鮒‡尋（eh）

〇・Ⅶ約躾（A坊）○Ⅶ丁捷・舶貫はユ1苗酎箇ユ、へしつ4りイ「ダーふ如′“鞘　①

乗　車　翠　葦　翳専管尋牡
等「革、咽柑（顆旦・÷罫「堰仔細仁等をG糾し叫、咽07鳩相田鮮卑車叩糾革、咽

噸烏」梢1葦剖銅冒離婚如憧7㌢マ等号雌一首クーdつ峰馴宴〉即鮮卑約二手燭も・ふ

立腹箪貸地〉瀬鯛17の昭酢噛む等親か相等三・等1昇梢つ47コ貸欄相星的軸

瑚恥珊摘研創離叛服昭机瑚紬藻拉示紘酢錮m銅相即

那摘射場酎押掛咽胤拍憮抽㈲姉廟削糟鋸■利用・顎1茅・咽蜘空尉酢蛸

蠍〉凝崖的なコマ￥1妄1凝昂翫鳩TaQ等1羊峰昭蜘新島蠍「車岬丘タ一口」〕」甘呼

寄泌幽鞄叩舜・鼻腔1セ身
●・へ夏山・ヘス叫111馴空っはQq紺ユGTつ臆蛸t寧∈ズ・÷軍1軍胃新刀γ宕普通凶彰旧来

－ao等1茅1コマつ9割肘掛尉老来0才「専一丘ダー叫つ咽撒117仁一砂塵貿軍容￥奇聞

ユ、へしつ槽新車一正才一d　虔半箸等

（誓漕幽鞄）智　層　空　けl　葬

即的㈲嚢Jク　イ：∧　（零　甘）一一一一∵誓睾　祉　中　等　　　睡

蟄　（V）訂・∈・096T　　　等組回　6e　蛍

ⅤⅩOnⅧnSエ　且0　江口1℃l A汀Ⅴエ0Ⅶ：甘汀エ
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次年度役員　次年度理事，丸谷茂姫君より先に次年度理事会で決定した．次年度役員次の如く発

表　　　　満場一致決定

会　　　長　　小　花　盛　雄君

副　会　長　　金　井　国之助君

幹　　　事　　佐　藤　貞　高著

会　　　計　　常　田　克　巳君

S A A　　飯　自　祐　倍君

卓　　　話

クラブ奉仕委員長　　金　井　国之助君

職兼奉仕委員長　　早　坂　源四郎習

社会奉仕委員長　　大　野　武　夫君

国際車仕委員民　　三　浦　岩治郎君

スピーカー，　　会　員　　今　間　壮太郎君　（海外見て歩き）
（SPEAlこ）

視察団一行の中にロータリアン4名を含み21名，羽田空港を出る時は，初めて乗る汐エツ†機の

ことゝて，さすが一抹の寂りようを感じ，或は比の憶の別れかと生れて初めて奥様と握手をして出発

し，米国を振り出しに欧州，東南アジア等52ヶ国を過り，その間体験した入出国の煩雑さ，英語に弱

いために苦心された．食事，ホテル，道案内等又，見聞された各地の風物，特に道路，観光，公徳，

工場等得意の話術で極めて興味深く欧米見て歩を語られ，今間君御自憎の「塊程離著隆記録」を将来

外遊の参考にと会員に下さった．

SM＝LEBOK

（ニ　コニコ）

出席報告　金井（国）出席奨励委員長

出　　席 �前　　　回 

75．00酵 �出入 庫貝 �2タ名 13 

広瀬㈲君　大野君 �メア �長谷川君（ 
催藤岡君　手塚君 �．陳平聖者（ 
常田君 

本日の献立　　山海の珍味数々

其　の　他　明〟日？．M占．付より例会場に於て張君外遊の比行会を催します

ロータリーの友2月号よリ

ロータリー〟2月号8貢は小林雅一氏の一文が掲載されている・既に読まれたことゝ思います

が，我々ロータリアンとして再説して価値あるものと思います・その文中の一節に特に深い感銘を

呼ぶ辞があります．

l－マス会艮就任演説の最後に述べた言葉
〝払はただ一人の人間にすぎないが，単なる一人ではない・弘は何でも出来る訳ではないが，何

かは出来る・そして神のが護に上って，弘の出来る事をしよう〟

∞∞CQ∽C＜M＞〇〇〇∞こく〉C＜〉0＜）CQ∞C／く⊃∞CQCくつ∞0く）CQ

次回例会　　3月22日（火）

卓　話　予　定　　京都版画院社長　　品川清臣

（木版画について　作品展示）
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（∠0∠1Ⅱエ）

を．二　宮　昭　　散等旭

日　勧V　　臼　等岨

（E991・EgIr工甘エ）

叫射撃等工畢凶尊
通日≡生地蟹劫鍵印

上皇〃・一石卓一口凶韓

始挺章

容顔‘gg　建　策　討8F　　多でP・％‥・鎚‘叩　苓侵／

夢′ム●粛　叩′T　習gカ　　％gg・占∠　醇額叩　督∫

％躍●α　凶　鞄　等タカ　　多αV　等　￥　村／

多∂グ克　叩　殿　市坪　　多α〝　刀塵旛　掛／

（％α●′‘騎速習闇〇・Ⅶ弘）羽個■悌㈲療卿別封那蟻け・⑳

％ム乙●ムg　韻　賽　討∠カ　　％／g・占名　田楳叩　討g

多野●gg　叩′丁　零｝／カ　　％αγ　黒堪姦　智／

％界●野　凶取　掛甘　％‘〃・％　謀叩　討打　　診の　宰　￥討／

（多都●′占　申立刃間）討謝直答車別間揖認印蹄東丁　⑳
’写「茅¢顎マ〝′割勘箪幻甘国許戦受‘筆致α〇ll明宝墨客笛叩J甘膵

D●阻迩應咽車用ど′首で包穀官73Ⅶ‡≦マ〇・官省口舌0∠二女－でご89と首ぞ′車軸

欝α方l炒………・舶冒寺　　　　〇・甘珊・β′‥‥‥・‥・凄鬱0〇・甘

（篭は日計と＝㍗卸♂％′）指笛由一丘ダー凸韻脂ヨ1⑦
●け1羊1媚ユG的昇〉顎叩禁曙考（臼9と一日のアFg柑駁鮒宙胡国　⑳

●上昇・へ爆∈7㌢W卓岬

尊相㌢組等車軸空の首等馴空蝉等羊l∈門1粍封印￥非耶噛痴幻首等専断郎罫ほ

aQ等等払斗：年寄丁塵塚0冒視∠“瀞車齢樽増車0静観ユ軍刀史＃叩日ア／～臼′／打力

ユ、（ンつが夢梁閣刃間謹鼻　㊦
’上島掌等切妻考等0鹿等間取等0渕関節印叫挿骨旬園を森冒登車基礎

1g丘キI鮎週日4年ビト浮隆等娼梁等工単軸1‘顎軍転回寄鍋顎どワシ夕べ′ノー膵馳受

’小貫叫匂宮ユ壌智を姦冒蓬幻啓

開蓋し≠ゝ′紆訂御健在的I・Ⅶ一G恥等苛的冒尊〇・甘Qりんく㌔－欄∠ご∠抑′カバ

ン国策l￥何事雅′（勧Ⅴ・・Ⅴゆ呵職旭や∠・Ⅴ・∠キE絹等Ⅰ・甘酢包帯～′％′三一⑳

上昇封丁か1牧瑚考苛韓蠍0吉健　⑳

67台〝盤一夕ノTピーイ〉′〟　①

昏　額　肇　等　翼賛官尊撫

（0●苫田堵）選手￥軍　曹　畔（〇・苫田鼻）畳　鰯＃　笠　一夕で；コ

（誓職笥塵常勝賞）訂召　穎1汀　皆　1Y　身

葦詔0割重　々　く　丘　　　（肇　欝）誓専　艶＼P　等　　　』

勧（Y）ZZ・巨0967　　　等値回　0甘　藍

ⅤⅩ0∫1耳nSエ　且0　gnTD A昔Ⅴエ0Ⅶ：乱打エ
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③　他クラブ上りの通信

⑳　国際加盟承認挨拶

武　蔵R・C（埼玉県入間都）　′月よ7日附　承認

常盤太田R．C（茨城県）　　　ユ月′0日附　〟〝

㊨　チャーターナイ†の案内

鮨江R・C

瀬戸R．C

∫月g日岡　β・影～／7・即　登録料之，αか

鰊江倍蔭小学校（鯖江市駅前通り）

∫月郎日岡β・の～／占・の　　登録料之，瓜か

瀬戸市民会館

⑬　例会日・例会場変更通知

米　沢R．C3月邸日柄を3月ぶ日鍋に

白　河R．C半月　ノ日より毎週火曜日に変更

東京南R・C年月　7日より毎週木曜日Iホテル，ニュージャパンに

（千代田区永田町ユーエア）

卓　　　話

（SPEAk）
スピ‾カー　品　川　酒　臣　民　（木版画について）

約ノ，狐J年前に中層より仏教書，漢籍と共に渡来した木版確約の技法は仏教流布用に経文，仏画

に利用され，墨一色刷りのものが奈良朝には之に手彩色が施され，同種のものが久し間仏教上のも

のを主として製作されたが鎌倉，平安朝を経て徳川時代に入。－平和の恒久と共に町人の経済力勃興

によってそれ迄は貴族対照のものに限られていたのが町人芸術の要求が生じて来た．又歌舞伎遊廓の

興隆による名凰名妓の似顔が木版に上って盛んに流布され，之が浮世絵の発祥となる．

享保〟年（ノー榔）小川破笠，英一蝶作r父の恩」と云う£冊の画本に初めて色刷。の木版画が用いら

れ，最初の記録は明和2年（伯∫）木版彫師金六なるものが発明したことになっている．

鈴木春信に至り色刷り一枚絵の浮世絵の最盛期を招きI次に歌麿I滑長の出現で美人浮世絵の全盛

期となり江戸文化の繁栄の中にあって，その流行はすさまじいものであった・水野越前守の寛政改革

にあって美人画に替り風景画の勃興となる■当時旅行の流行は必然的に諸国名所図絵が盛となり広重

北斉等が－鴫児となった・江戸末期よ。明治初年に至ると騒然たる世情と共に又石版，銅版印刷機

械の輸入等により襲えたが，一枚刷りの土産的な版画は仲々盛んで芳年I年方の新風俗画，撹乱二

代広重等による新来京風崇等数多く刊行され舶来絵兵を用いた俗に赤絵I銘絵と称する版画が流行し

た・その後一洋画をとり入れた小林清親の新しい描写が賞美されI又明治末期より大正にかけて水彩

画風の描写による富田博が名声を博し，川瀬巴水，土屋光泡等が之に続いて今日の現代版画の指導的

役割を果した．

木版画が世界的になったのはドイツ人のクルナと云う人が浮世絵について著作し，之がべ封セラ

ーとなり各国に都訳されて読まれ，一躍世界的に名声を博しI今では好んで外人に買はれ非常に珍重

がられ海外土産には絶好のものとされている・現に日本航空I有名ホテルI大商社等で盛んに利用し

ている・木版画の特徴は山切が手の仕事であること，印刷技術として一枚の紙に各絵具が汲み通って

おること・年数がたつと共に汝み出す英の味い等である・心ある愛好の士よ願わくは木版画技術と版

画の保存に協力せられよ．
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会員．の声

次年度副会長も決ったので現在欠員の副会長に次年度副会長を補充してはどうでしょうか．

（理事会に一任）

会員の慶菱

張紹淵君，3月ヱエロI pM∫・偽I鶴同駅発Iイタリーローマに於ける世界外科学会出席並に海外

視察の為壮途につかれます．

SM＝LEBOX

（ニコエコ）

強君（海外出張の為当分留守をしますので）　常田君（前回欠席すみません．東京R．Cに出ました）

出席報告

金井（国）出席奨励委員長

本　　　日．　の　　　出　　　席 ����r　　前　　回　　の　　修　　正 

出入－ �3占名中 �出 停 �浴．の庭 �出入 �ヱg名→ �出 �怒．の痴→ 

席員 �；町名 �率 ��席員 �3ノ名‾ �席 率 �鎚．／／喀 

欠 �阿部君．ノ長谷川君　板垣君　今間君 ���メ �佐藤国賓（シお東京南） 

序 言者 �河村君丸谷君斎藤君佐藤岡君 佐藤揖君 ���1 ク ア ツ �津田君（シね酒田） 常一田君（与厄東京） 

プ �金井㈱君（シげ東京東） 

本日の献立　酢豚他数々

其　の　他　例会後・理事会

副会長に金井国之助君補充の件決定

瀞磯・態静聴磯・恕藤単機輌洛機軸賂

国際理解週間の催し

③　銀君外遊の機会に先般同君撮影の「鶴岡R・C或る日の例会」“督リフイルムにタイレレを附し

出来るだけ訪問クラブで映写し又訪問クラブと必ずバナーの交換をすることにし当クラブのバナー

30本携行相互の理崩を深めることにしました．

③　3月2ケ月に盤君の訪問予定の海外クラブ主なるものノ7R・Cに①の趣旨と張君の旅行と当クラ

ブに格別の友情を御願した手紙を送りました．

UQJOJ色〉QJtか也IQJ血色）むα）αl血圧わαl匂G）αlQ）αlQJα柏柏）丘）

次回　例会　　3月2，日（火）

卓話予定　　鶴岡盲学校良，山科幸五郎丘　　盲人教育について



（∠0∠rI撼エ）

（旨フ　言　の　　散等他

日　剋y　　　臼　等岨

（£991・EZtrI甘エ）

埠迎撃等工畢凶領
毎日≡理屈掩翫如雑用

上皇4・－n4－日凶韓

始婁卓

軒数・へ￥マ斡つ1割園‘古刹害0儲凝Y星、11堵宜丁沼・昔叫封尊コ患非孝新星0∠妄右転¢暑ユ1肘憧

考量蕃早苫うつ唱革むケ日払砂型等顎財真野写し喝等割東軍撃0塔9・、1G鄭つ用専む烏国事車舌腎憧

臼〉¢罰息＃苫鳩麦等rY●萱畔考害壷の種軍7Y畢暴く写7㌢マ差凋む打方ど～′呼静封仔〉景頭萱上

着考肘秦で～／て咋鮒軍む舌腎‘マコ萱、111考慮昇0皆鮮顔葦等考筆談摘草QYカ‘1暑軍刀華確

守作由彰等0号gg‘マつ管呼1、憎を蓉植凝会瞥‘和〉顎¢逐マ鼻准劉轟欝暴－G等み鼻堰璽挙立食

gI☆9キ￥丁場秦串鴨かPユ明宝嬰ユ、1つ叩叩脂0詔顎唱戦わ翌筒の官尊堺0割泰阜凶鞍帯封

（｝、CJつ鼻聴Y里マ軍痴呆）　封柑苫春　極　印　一軍】声で
（耳Ⅴ富ま日）

（GT∠㌦）亨梁等田富旦￥左爛舘　〇・甘尿￥

攣索敵等紗　0

α影‘ぞ　梯密貢

の’乙／～の㌢′′

αが‘・壊萄雷

の’ム′～αハ打

の〆r　梯野暮

（冴●ム／～の●0／

α‘ぞ　梯密貫

く妨●∫／～のり／

冴蕪中叩朝

垣）臼一丁打；

仰一軍●ペ／上．ノ巧打1

（臼）日8　旨；

祝秦、ト鐸好

時短‘首首ケ

穎秦金管凶顛

桓）臼陀首ケ

〇’Ⅶ叩剥

〇●甘．塵取

〇●甘粛好

〇●Ⅶ叩園

録営1ケ■一才一々壬　〔

封腎QQ T∠占古村　㊨

●、ヘ音⊥印軍蠍軍法那4宜娼饗車Iao心事1胃尋官ユ項謝埴〉葦量蕃早む都鳥一軍秦星　⑥

（御一°α訪、

一車／）●、へ宕⊥1割肘掛コ静勒0バ∠正彦一口封訂管￥田立0上昇伝写留等「専一丘‘一dJ　⑦

‘な1罫1苫軍立等歯髄つ々マコ貸本￥鯉考畏噂三国＃苛つ楢等隠0ヰ甘￥　①

童　顔　型　某　畢車複苺詭

（寄事妾里凶鞄等葡）封封す苫奉　極　印　1　Y　身

－紬一一d甘コユ叫を　〃　く　れ　　（帝　y）　答　等　視　巾　等　　陸

劉（V）62・∈・096T　　　等脚回トサ　蛍

ⅤⅩ0几耳nSエ　且0　餌nrⅠD A等Ⅴエ0複　耳IIエ
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（∠0∠1はエ〕

章ご　忌、口　　散等旭

日　剋￥　　白　等岨

（E粥l・gZl・丁さlエ）

M迎撃等工畢観珊
通日三色凶報皆班叩

上皇〃・一丘古一口凶韓

キ‘G等払マつ受嘗敬脚等金管詰む蒙曹ふ勺等セ0架官立訝0「管官考賽0層」首憫睾⊆掌マ耳管

（ユ、へしつ囁堵）　　官尊　ヨ　淫　旦　一年一月いビ
（耳ⅤⅡ丘9）

辛呈　　　　卓

〇●甘事報賞￥　　〇■Ⅶヨ蜂　　〇°甘宰￥　　〇°Ⅴ醇額叩

宴板目蛤等　○

αがで　煉獄琵　二数窒玉座馨

の・g／～の・で／（臼）臼で／首9　　　　つ●Ⅶ讃世審　Q

α貯‘ァ　梯邸貰　　巾甜￥劉

～の●占（臼）臼rr首∫　　　〇●狛l憎芝草

緑営01レイ一夕一斗4　0

欄自力首g＝〇●首貴国　　　親日g苫屋で＝〇■Ⅵ習虔

軍感岩音箭叩瀾醒　○

嘗毯由の7mは（＊）臼ム首カ　　　　ブ甘玉屋審

喝腎議事馳剖尊協　〇

割￥むらア∠≦古間（争

・写1貫￥膵肇舌下萱で登別等07

rl摘ユ￥軍0自動車qtダ管上里堀留＋、へ男卑野庭0賭割〉1封つ偵雅号欄￥む産額Jl種つ40￥

し梁卑鶉卓1・1しっ鳩巣遠謀日．97号早場￥は（Ⅴ・S・nの肌叩Ⅷ0閃）〇■がM欄脚伸銅【㊥

・1∵1茅」ト無二滅β－E－でご立、マつ071才

賢．〉ふ蜜の／一心′ユ豊艶魂国日朝1曲筆鮮笥才一E一七二五顧卑声寧バ⊥月’ふみマつむマ〉複

写つけ豆昇0官尊・上昇Wq宮ユ1七啓二鳩鰭一首♂一口つトへキ：一1艶婁ユ1つ煽∂一貫〇°Ⅶ￥V零

等（雷C∫）亜抑￥‘W茅々つ9Tl潤考「尊協ひ日管蟹JT†立つ■Ⅵ□1‘1閣叢孝一■ゝ′担空々

〇・℃華dl　一〇・Ⅶdl‘〇・甘ヰ亡封より＼′・￥1茅・OY沌琶ト｝影0牒：F♪ム＼′OT達革む由脊髄　の

童　顔　著　葦

＃頭目いと′＋伝）

・上昇「苺等巨1⊂・Vlコ

由那珂皆0遠没宣間臣は首凶禁書韓〇・Ⅵ生別卜押　切鯛罰罪射閉寄島植毎号封潔コ喝￥￥等改、P●⑦，

皆等憎（国）＃等甥華の琶毒粒

（首等幣顎韓日習）封襲　軍　車　旦　1Y　　身

業帝0台准く・∧　　（帝　　訝）　答等曙（国）＃琴　等

塵ト　　（γ）g・¶・096T　　　　　等岨　回　Zサ　鳶

ⅤⅩ011昔nSエ　且0　tInTD AlITエ0江．1劃汀エ



（謡対㌢￥）曇壁憫凝・勺ぎ￥の写‘別事　軍港0日車

旨遠沌鋸酪剋牒日量丑

碁姓封印

（にごにご）

（ちてら屠ギP寄レ￥∠一斗〉与等畢胃訂g）
XOgヨ「l州S

・咋∈ウ諸、へ耶牡卓ン÷仔儀封（舅〉耶鳩貿‘〉那周東‘1胃描考療耶コ佃塾靴仔

等首董骨マレ等‘岬、梢、叩けき賢いtヴ射レ‡‘コ爛一首欄里∠左石つ周一●岬；；てい　封は

顔等嘩型①官費割闇∵麺頂、けら中撃つ睦－0vv・S葦寵等噌事0－才ボス●1ど∠貸与爛つ樺戸身

塵⑳　膏等

………．つ4セ1茸考回昭W国●等堰釣40

なし呼等引網希望蠍む｝、へしつ相磯顎埴割菅顎畳否む一軍一刀でT早腸0剋軸・なし苛つ権藤罰盟＃

‘W票的軍〉「磐1・へしコ甘顎埴褒苧1、へむつ相磯尭・へ葦勺葦羊昂Ⅴ利鞘軍繁勺も年勘考溢家督葦割轟

0窮謝金暑葦壊畳耀‘敬啓歌道‘耶茶肇賢‘市野‘潔遠謀閣年間僻む那尭婁関与割囁簡甘l謀現

車的噌澱む断つ∈卵蓉轟‘1資W膵慮象りコマ等摘官軍、へ￥：萱Tつ岬姦0舶言そつ嗜好茶筒
・㌢呼1屠マCJつ習甚句も小字首キ素

腔ユG等尋等泌E型も等好等判￥視認‘叩ふム‘部署l籾等l墳細字lM阻軍l智￥IM耳別封万
・告辞11任免つ楳繊ユ封衷智等1琴瑚軍国訝

っ鳩割む蟹缶荘視て沌卓岬0　∠＼′IO撃つ噂四一憎酋む姜奮￥現・受球｝1岬勧智Yg90とケ滴ら

日掛のカカケYgム即シコカ∫ぎ占／む皆寄留耶封卓噂0一存タン●萱等a藷翫畔嶺‘￥エコ将星諸

罫討幕‘沌管球｝17叩駄ケ車マYg∫′つ咄どglYgg′つ鴫でど年牽賽硯官印農考軌摘■声

7㌢、ユ明宝マ切削勘誌萱屠賢考Y冷管哀異器OW￥胡因I貴簡過国79顎マ賽閣儲層‘¢琴払マ

つく蕃考任0－日的1尊卑坤軍1卵摘金荘官・11￥‡棚百〇￥鴇・管・へ1￥1し訟硝望マ離描

視軸賛首噛呈￥Vq字マ邸涛￥閣￥詔・㌢那高相亮等料酎銅摺潤妹町射如相聞甘かか拍相場



（∠0∠rI：庄エ）

rk三　宮＼口　　豹等協

日　割V　　臼　等協

（£9Sl・EZtrIgエ〕

材迎撃等工単組瑠
通日≡王劇摘儲如雄叩

上皇4・－n g一口姐韓

坦蟹牽

（1十Hンつい14qHビレー辞マ一存浮人々β歯科）

音量掌㌔三警輩習　董　卓　署　嶺　も苫　碁　撃　専

苛紗日夕Z首サ

’写1寄軍コマつ貸本静観卓蟹卓l自存等鰭漆嘗祉雫む留等つ相国マ篭等鑑別単打†首相臼‘l‘顆

●上昇、へ畳考等協（Y）臼‘l好一　　寺　格　回　祈

E（卸商）蓮摘（卿％）達研 く閑闇：％嘲￥％）建設、行 　く声年バ）連覇 ���∠β �達観弊習　凄料去　珪願事　珪劉磐 �暑 

ムー �達鞘、r′　庄園国　連社や　達観♯等 �劉 

∠r �達観与　珪鰍等　遠国箪　蓬調　達郵苫 �Y 

％Tl●タe ←％言上 �轟 �茅l‘ 茅上Z �官制 Y閑 �轟　　　き膵 �皆勤 Y開 
封 ���％細一gタ　　　　封 
開 ���間　　　ホ号タ‘一 董 

軍　　効　　0　　回　　捷 ����矧　円　0　　日　受 

¢：r　堰等41日昔　牡　封　印
●なくン雫膵0年管ふっセ雄を堅澱芝●　雫的

髄鞘嚢¢富笥葛‘l儲1、へくっつ押頂α史早島管射落コ賢答q T董脂￥豊中叩写1封印117ータイ手刀

製　　　　車

載斡一夕”l　直）

●な勘考皆エ‘寄港舅雪中備考笹V苔寺11

7重電寄☆‘ao管等立等要項等0剋間つ4－　∠人を〆∠召闇9割呼つり聖顔叩き　⊥阿智等辻、レ　①

車　高　』　丑

くつ甘早見）淵￥豊　中　叩

韻事の首与提

一　夕　で；コ

鼻音0割車β　く　石　（畢晋）　濠　　置　』　茸

劉　（￥）Zl　一†’09‘‘l　　　　　等値回eサ　岩

琴　　　　　垣

ⅤⅩOn江上lSエ　且0　gJlr工D Aln▼エ0江　Ⅱtlエ

三雛‾‾三忘三二二等
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（加∠1甘エ〕

rk二　宮＼n　　掛等値

目　測V　　　白　等協

（E9Sl・EZl「HHD

坤迎撃等工蝉的敬
通日‡三豊．机闇拍翫郡叩

上皇4・一石痘一日凶韓

埴生章

●ふ革1［拓評1W等峰子々罪畔‘本革1、へ酎腸製㌢叫宕封印鼻骨丁憎官署つ哨剋甲田等ユ

叫ト羊、1ユし葦号等掛目，吉富一正∠人を∠∠OT OO・〈l轟詭鹿瀬‘智等0700・∠l Rgz日管

1、（⊥つ蝕黛笠啓一イさ′＃覇討（衰

●二芋1

貫G苛つ々マフ雪上時掛　目iZ日夕Ⅴ勺叫で罰鞘革む一正β一口嶺国‘軍連考￥つ噌熟1遠視考鞘αキ

篠塾一存タ一口ひ間骨半場造園泣日昔日g O呼つ4園日賦半場で－亡V官軍つ4図ゼ0草首著卿諒封印等

￥竣功Ⅰ甘1岬奪つ噂￥観官叫t寧掴む≠一刀‘ミ∠レム御繍富む宙壁￥匡米ロZ日夕～ロ‘吉日g

遊説喜韓饗場つ撒封印（ミ∠レム）等￥竣功一石タ一口劫匝智等ヨ上中（豆

〇一甘く1￥′〉′丁（♪占、′トコ甘ヰ亡　〇甘dl　一　逮こ．：雛

〇電鍵裸勝　一　痙嶺轡葦

〇廿里貨賽　〇Ⅵ挺勒￥　〇複印嘲￥　〇Ⅵ機￥　〇lI箪笥ロ　ーー　智等祉＼†′

●ふ革1繁華孝一イ〉′写1頓竃良師㌍∠左石鞘（β蓬詐‘痘痴型苔‘智者甘車・⑥

●〉凝茸つがY豆鼻　k革0梁1頓才革

製　Zlマ琴‘写し賢蜜夕孝一イン′写1覇￥a蝮カタ’、へ苛瀬切博学f封甚考野鳩葦叢￥a∠占√骨

dァβ－E－て‥ご‾　佃）

エコカ丁数1√丁が；矧つ囁車長年パユ割考に￥パパ妄エバヰ㊨‘￥Ⅴ茅場つ4患部1覇等孝一≠ゝ′適宣J

＝マイ川′′乎シ両′′導師眉目つけ′1√′率卑小11コネ‘GTT敬1√‡♂凶GYパパ占√ペ4－レム、′（l）

影響≠顆0接辞　⑥
●阜みてつ、へ1撃つ評言7二号叫承句苛等膵婁饉胡匡1コ賢を型0逐

￥等′咋与力咋1C Tつつ馳壁¢首等∽YJ鵠卓0評一つ4勲功つ　■写1革　頚1⊂ン粟津」一軒。∠ぷ∠〃－

r甘酢掛等70詞01・冗∴勘㌢甘覇軍－イ〉′フ馳壁切磋詐‘qT（Ⅴ・S・n・A・N）〇召どぶパパ／∠甘

●11茅・￥好男貴官等二割等0崇管ふ射場考嬰￥α緩許71才管41軽つ4第婁写し緊α′≦右転G T∠

妄“T腎〇Ⅶ1ど一幸∠一一バン左方‘￥∵r（√レJ）〕＝いく存／㌣（￥正義日月・〇Ⅷノミ十ペ口

紅断机げ′基か卵軽　信）
’J一つJl

萎む案祐二虎攣な1羊1農’悼叫勺敵軍去親等lf宕考ズレヰミ寧智等つ4撃0∠占

草マ智等ⅠⅥ1監i肇考課車ⅠⅦ膵岸詐

静諒0割垂

右転塵0着1留つ農畜鞍山移

写1罫Vq郡翫勘くトヰひ軍でムー1・ユ」ィロ＼′智等ⅠⅦ（∋

尊　　顔　　常　　遵　　靭帯の首毒撫

（壬射騎g　管新考背等苫ン0葦吸取つり茎日濁‘建党YO等乾目撃　の

ガ　イ7‾　　　　昔　等　製　＼卜　等　　▼▼【壷

劉　（V）‘t　一予－0タ‘一l　　　　夢組回　　サケ貨

ⅤⅩ0上1江nSエ　且0　tlnln AlIYふけ注　HIIエ



（エ0∠「目すエ）

か三　宝＼口　　　散等協

日　払j V　　　日　宇は

（E9ST・gZl「Ⅰさlエ〕

毎迎撃等工埠的デ招

通日三色凶解団甜叩

上皇4・－n g一口凶韓

担寮章

軍　港　　　○甘責　簡

萌葦鳩車一才一心≠屠軍法‘津鱒‘（首）翠軍　　　〇甘竹　園

明葦観肇豊間羊頭＃琴　　　〇甘背部筆

戦葦－ヰ〉′　覆）

等　剥　　　日石　首⊆　　　○甘玉座轟

等　滑　　　口好打¶　　　〇甘叩′丁

喝軍f専羽等静　蒔

く割箸言偶解義）Ⅴ掛　野釘～nl・OT　（ロ）□zz打ち　〇甘日伊貨賞

詞麦轟蟄裏革空目　00・9T～鴨・〔l　（羊）日IZ首g　　〇甘皮日

印琶紙かl♪4－才一斗壬　串

慰華ちぎ∠妄ク刊　②
‘叛パ掴甘酢招け蘭新山庫‘1⊆晋〉1劉つ囁非を

マコ萱挙開簡葦孝一ヰさ′71士官阜雄二噂卓也ユ、へし詔凶暴崖翫了（∠イブン）て＝壬ムーd　串

野師鋸げ∠畠か購＃　圧）

聾　　車　　瀞　　茅　　翳車の官尊馳
‘一・▼　一　■　■　■「一　●　′　′　一　一‘「‾　■　●●　一　一　一　一一　一

一　j㌦′耳∴蜘日章一　夕・ざ；二ヨ

■÷羊1軍、里親焼酎受定⊥セ開披Ⅶ

礫弘一川－か吋q撃等カセ重層即や葦守等憎‘ミ草γ郎叫椚Ⅵ∠妄“葦罰金賽〉鼻

‘直藩叫瀞開蠍相加m鞘畔㌢郎絹鄭帽翫灯拍胤猪

等ユ、仏罰1昔年的頂磯匂里撮華朝マ婁“♪4g′〃≠一丁亡等1革新甚卑翻劉了生首

●上昇、帽マ・粗q率ユ射し瑚孝尋虚報一穴才一dO葦こし甘‘1年亀Ⅶマフ受新

車摘ゆ黍律ふ断船首部蛸十酎観閲恥沌・撃砂利1崩二時￥・写1革G等罰マつ94

劉苗功等￥軍カーホぎーd戦国Q熱鮎卓一月・き∠♪ふよ摘欄凋冬＃程単蓑田拉白描⊆詳

滞尋問削0∈今津（11罫GT罰喘薮蚊受顎￥萌α割尊哲等つ仰黎′∠蕗ぎーd薬事育むW

朗軍α封田等￥軍あー・しぎ－d湖東　葛）

ふ革新Tl車「毒腺〉封考マつ等1昇華恥寧マコ営利G瑚暦〉

園一胃等‘㈹摘緊地階射場掛川曙班抽掛…」圭′ぷ執筆阻韻瑚鮎鮮啓0日軸①

（Y）9Z●…96‘－　　削卦回帥　碧

ⅤⅩOn昔nSエ　且0　汀nrl〔）　A昔1rエ0Ⅶ∴1斬首エ

準≡‡〒二‾‾【‾‾二二≡三土工
＿＿＿二二一＿◎≠二三竺≡≡‾



SMぎ暮LEBOX

（ニコエコ）

卓　　　　　絶
（Sf丑AE．）

真崎ガノミナ二

小　花　会　長

真崎ガバナー

国際ロータリー年次大会参加，欧米訪問の喜びを

恵まれない人々へ

③・公式訪問についての御軌酎こ深謝の意の表明あり ，更に今次の公式訪問について後々教示する

㊤　公式訪問の教示（講評）審項については号外発行によってお知らせ致します

出　席　報　告 金井出席奨励委員長

日　の　献立 鯛のフライ，ポークシチユウ，サンドウィッチ

顛肋咄蝉掴甑咄紳輔朝地触柚瑚敢

例　会　5月5日（火）は祝祭日（

5月10日（火）

次回阜話予定常務取緬役　菅　原　勇次都　民

「化学工業についてJ

号　外　発　行 「ガバナー公式訪問」 ナースレターオ1埠」

WWVWVVV甘WVW甘VW甘ⅤWWWWW甘甘Ⅴ甘W

ロータリークラブとは

奉仕の理想をキットとし，各自の職業を導電してその向上を図り射、めいの職業を通じて社会

に奉仕することに努め，社会改善の事業に参加し，進んでは世界の平和に貢献するなど住みよい社

会を作るため，その特有のトークリー梼神を発揮している国際的団体であります．世界116ケ垣の

主たる都市に設立され知万の会員が国瞭ルールによって同じ精勤を行って居ります．



（∠0∠1：トⅠエ）

√ト＿ご　ゴ　ロ　　軌等旭

日　捌V　　臼　等値

（E991・gEl・Ⅰさlエ）

ト再起聖等工規則宇孜

通日‡三出郷瑠謝緋叩

上皇4・－n gr一口馳韓

辿繁華

1些つ帽等考耳‘の者尋観取等牽詔か字数年嵩腑聾￥首相明瑚￥Ta卓7号轟々笥峯（⊆）

（脚頗みぞ．仰椚丁一期畔孝志慧器≡……≡芸≡≡）
●らウ甲立宗畢

渾摘ヰ軌都哺0g～伽〉わ首位佗‘ミ¢詣路緊切翫40官署ユ申告考事ぢ業勒首里￥軍　㈹
■㌢都鳥持ペ牒棒腰

顔硝坤部幽瞳＼匝脂等掛へ苛立晦‘み付与し嗜業駆4秒与、17些聯㌢刃覗つ噛＃業勒（∈）
●呼、へ即今10、げ羊l明智鼻∈～言わ箪冒等0翌翫憾ゼ業物0哲睾寒　くZ）

●咋雛沌馴叫折押頂媒酌的マ昨糾鐸憾㌢昭消薄矧駅河竹

‘軍車勢等〉不言噂鮎鞘箪￥幻閻笥箪｝G袈●9年等0・年号饗｝明句中肇卑覇寮監

G甘つ々瑚年功等つ坤凶聯官軍‘ミ寧0年等しく硝ユ富智で僧制蕃呼等佃宗0キ笈‘0年等叫

い鍔招摺立騒酢か裡1射止巧打昭沌持針雛蠣掴冴押印償‘0年萱等〉苛立速星盲l

軍資呼つ偶Qユ暮雪Wq討つ憶断等械塵0金字1岬1●官等等ユ0年0軍苦寒受叫句中撃て

受顎Ⅶ0年和製等貫仰阜悪習簡笈‘1㌢留年ふむ等0貰甘受叫年軋〉耳等仔ユ1を’、硝勺

顎羊れ柏苛立G一心－0煉枠韓帝顎重野つ機軸0勒軍くわ瑚勺、申子首相ら、へマ業鞄α哲峯￥
も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●、へ等勺顎言れ柑顎a

o等0貰首等叫団ユ⊂⊥甲立（帽宵闇Y一業－）樽勝ち零す助字ユ顎0者ユ17凝劉0械段蛍

雫00芯等、寧1●受甲立械伸餅0礫撃ち、17〇甘凶醜‘首相ら、へマ鮎業敬慕叫ふ皇帝

・管等ao等毒ゝ′萱￥苗場はつ咽頭凝軸0卓甚薩り耳

‘暴君‘業軍⑳召閤D甘地鞄茅叫ふ官一利糾明㌧仏塔択拍阜直唖掛閑膵革紅ヰ

笥箪笥与笈‘1苛等卑官寄切耳‘1裸蟹考案聴音、化　等専制登重量将器鞄要吉受封覗つ順

鞘0〇甘凶蟹‘〉葦首位0号ふ簿勧考覇者業徽専管等瑚女郎嘩頚ゼ業勒哲箪￥誼硬筆箪（T）

ユ、⊂ンつ宰事葛業勒添箪￥幻寄添箪　／

音卜蛍瀬音

錘郎翌月碓コ】塘詳卓城‘首等　甜

（∫．戸ヵ・．っ岩穴tl‥ミ離三￥章二ム′‾¢‾高

等相国　⊆サ　貨

ⅤⅩOiltIJISエ　止0　打nrtD AモⅠヽ’エ0社　は訂正

鱒二◎三雲



て適当な人を内々捌こ幹事叉は会長に推薦させ，珪轟会で一応当不当を内定し適当と認むる

ものを正規の手続によって遠衡するとよい．

胸　現在充填された職業分類がその人又は戦場の既得権でないことを明らかにする為に，現会

員転任等の場合は，直に後任者を充兵することなく一応或る期間その職業分掛は閉鎖する方

がよい．

（7）パソフレット職業分類についての教育申，プログラム試案及び作成法をよく参考にされた

（8）未充填戦業分類の決定は飽く迄も理事会に在る．

（9）会員起衡委員は新会員推薦の場合飽く迄公平な立場をとる為之を行なわないのが常例であ

る．（但し，規則にはない）

2　予算中会費の徴収法について

（1）1月及び7月本部に納入すべき会員負担金は，その都度別に徴収し，各月毎散収する会資

は此の分を除いた分で徴収するのが適当である．何故ならは会員証に証明される会員たるの

資格は負担金を納入済なことによって得られるので分納では国際ロータリー会員の資格は認

められないことになる．即ちβ融且触先とあり…までの会規を納めてあることを証

明することになっている．

j　ロータリアン誌の購読について

川　ロータリアン誌位有益な記事が多く，年間知0円と云う安い本は全く少い．絵や写真を見

るだけでも価値がある．

（8　英文なるが為にきらわれるが，世界のロークリアソとの友情をつなぐ為にも英語を解する

ことが必変で，且つ，P－クリアン誌には世界のロータリーの活動や興味ある詑轟が沢山あ

る．

（う）興味ある記事，写真が多いので，中学生以上のロータリアンの子供に読ませても為になる

し，英語に興味をもたせる一つの方法でもある．

伸　近き将来外遊も極めて簡単になり，又外人の来訪も多くなるが，英語を解して屠れば不自

由ない．

（5）ロータリアン誌の個人購読をおすすめします．

ダ　R工本部への文書の送達について

一応Rエ送達の準備（封筒表記，切手等）を整えて封をせずにガバナーに送れば点放して送っ

てやる．

宍ゴ宍ゴ矢；芸と宍ご只ゴ只吉宗ご六ゴ宍ゴよさ声と宍ゴ只ヲ宗ご只ゴ宍ゴ宍プ宍ゴ宍ご宍古見ご宗と完ごヌご只吉宗と宍ゴエゴ六ご



筆問●堅、へゝ1畢考財丑竃よセキ‘おし罰麿考軍￥ふ軍師卓9～g′事之的てトヰ｝′ぷ　階）

●⊂ン軍刀第　日哩Ⅶ峯索引轟牽葦喀　∠∠0台首¶●〉沌昂事蘭等

ユ封詣受官卑章魚‘〉了等牽蔓‘ミ撃、愕ユ皆勤畑巧撃●管領ふさ葦筆蝉0睾′∠膏才一d　托）

（カ′●仔～クの●♂㌘）冒　董　撃　粥

’、へ等悩む召臓羊陀40

㌢、へユGさ考確鄭詞凱1軍機a貫き多才瀕等〉労肇11をつ4≠妄〆0〉蓼0刊つ棲‘っ周智

¢郭璧‘qt咽軍0冒歌学≠≦βOq背OY、へ等勺畔鞘等IY苛む窄む業勒〉苛む中古軍閥　剛

鱒撃つ機首他管叫9着11種貿つj啓貿罰鼻翼（l）

（クの●α○～∠が∠／）冒　善事蟹

一詔0年等1￥・‘、日日嬰等0　陳除　草革　礪礪輯　⊂人望ユ昇平淵（；）

●　71貫　守雄マつく⊥苓箸つ爆弾蟹無マ　球ユ1噂軍〉了　叩0　雅　た）

’㌢ふて蓼考年蓮●　∈

首ラマコ0逐￥て鳩畳む冒萱等勺つ婚期を鞄等軍都軍功詣Wコ・9、へ1華甲〉才つ順鮮確等（T）

（∠か∠／～㌘が占／）甘苦韓等

∵￥啓直調和・皆00l言問1辛‘1可●、へ1㌢打昭修09別邸咋愕庖針射【h）

（、へ等弓葦羊れ柑苛立壁嫡渕0鞠むをむ礫封〕澤‘諜軍）

●管守1寄託0着等09ン虻考御伽を‘琴廻‘冒薫

製ユGTつり一年0埋翠等工輿イマご管守0整亀ユGTつ嘲聖篭羊やG一％輔は寄牒革む葉執（；）

二二二一二∴＿二二，一一＿二．y一．一二＿∴＿＿＝∴て∴二1－＿＿二言＿＿ニ∴二‾．

’、ヘアミ寧宣告ふ簡軸マ岬を鮎業鞄等叫定額峯壌尊卑藁ぢ欝

曇￥評コ欄壌＃￥敏也罰叩lTくれ象等貿庄野射01点れ乙スゝ′首噂当省業態笥箪￥の硬筆峯（～）

t、へ1㌢7号々Q9、へ1壌￥埠y￥軍　服

（㌘が∠′～押●∠′）冒葦牒‖㌢崇敬

‘目指托せT断来館1叫本年葛つ4∠占∠クーrマ

封印11年幣互封10号軍刀軍事立国召取￥〇甘地等t孝1‘左裾粛軍首相苫凶撃てD苫田謎（引

●尊貯ユ17バ∠石ぎーdY罰撃

0明日0－¢ぎーd‘ミ寧マコ受本年彪つ4T型砂嚢野間0割等∠≦♂‘マ毎年年嶺0旨等0間　臣）

●管津1、⊂⊥つ者

切掛へ敷革斜等7、へ葦1畢胃瑚国号、へ11〔〔嶺■蕗独学マコ管享年葛て趨尊号1、CJつ噛揮（T）

（J灯’占／～g／●占／）甘薯閻襲華印

劉望洋0管、ユ1確劉　視考婆〉Ta草野、畔

（g′●占／～㍗′’占／）　（Ⅴ●Ⅴ●S）鼻署幹　等

陸封受fl堵コ1－r∠エて可ィ、上　棟



でも英文リーダーズダイジェストを常に携行し，解読の一助とし，又文書は下害をせず直接英

語で書き，力をつけている等貴竃な経験談や現代及び将来の英語の必要性について懇切なる御

話があった．

（到　噂万のロークリアソの中約う0万は英語を使うp－クリアンで，此の人々と友愛をむすぶ為

にも英語は必要．

（叫　小供達にも読ませたさい：非常に為になり興味を引きます．

会員基衡委貞（ガ．／享～ガ．′♂）

職業分類とは車の革輪の如き電要な関係にある．

プログラム委員　（ 必 ／♂～劫．2占）

（1）ロータリアンがロータリーを知る為に斯くの如きプログラムも結構だが，違った職業の人の

集りで銘々が他の職業を知り，自己の職業を他人に知らせることも必要である．従って会員が

スピーカーとなり此の目的を達することも必要．

（2）会員以外のスピークと会員のスピークを組合せるのも一案．

（う）新入会員には自己紹介もかねて，その職業について話をさせることも必要であり，且つ大切

なことです．

（叫　全員のスピークがたまたま大いに宣伝効果があった様な時は，スマイルボックスに奉仕して

もらうのも面白い．

（5）大勢の融で話すことは難しいことであるが，ロータリアンは夫々の主要な立場にある人だか

ら之をスピークの練習場にするとよい．

ロータリー情報委員　（必．2占～必．享占）

川　誠に露構な泊動です．

（2）ロータリー階報の教育の場としてクラブフォーラムを開くといい．

クラブフォーラム　は四つの奉仕部門毎にフォーラムをやり，予め全員より問題を出さ

せ，その間題について全員が討論する触会を与え，ロータリーに対する親心を淀めそ

れを身につけさせる．

之には全員が出席し，適任者をフォーラムリーダーとする．スポンサークラブ或は

他クラブのその部門のエキスパートをホームリーダーーこ頼むのも効果がある．

7、ソセンフリー　　は役員及び委員長必ず出席

ファイアサイドミーテンゲ　　は親睦を主とし，全員集る必熟はない．近所のロータ

リアン，或は同委員会のグループ，或はグループ毎出席競走をしている場合はそのグ

ループ毎等の会合でロータリーを話し合う．

（仙台RCでは例会の阜話時間に知分を加え1時間フォーラムをやって成果を挙げています）

（到　ロータリー情報委員の行き方として′ミズセッションをやるのもよい．

（叫　委員長は完款，細則の宴点をプログラムの空き等にバズセッションをやるもよい．
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◎　ガバナー公式訪問総評　（′，タ占汐．享．よ‘例会に於て）

1未だ創立後満1年にも足らない若いクラブですが，それにも拘らずロータリーの四つの奉仕部

門の何れにも塩めて活版な活動をしておられることは誠に喜ばしく全く敬服します．

古いクラブでも仲々晴動の充分でないものもあるのに，当クラブは正に人間であれは天才児で

あると思われます．今後の発展が大いに期待されます．

はめてはかりいてもガノミナーの公式訪問になりませんので，弱点も少し述べます．大した弱点

もないが，出席率が硝低いので更に努力されたい．出席が目的ではないが，出席することによっ

て他のロータリアンとの親睦が深くなり，他のクラブに出ることによって多くの人と知り合う事

になります．日本のロ【クリークラブは出席のよいことで世界一ですが，オう50区は日本中の各

地区レこ比べると少し落ちて居ります．

地区行轟には出来るだけ出席することです．これに出て見るといかに－p一歩リアソとなった感

激とその世界の広いことを痛感します．来年は東京で国際P二ぞ守一年次大会が開かれますが，

日本にロータリーが出来てぬ年，その間初めてであり，今後恐らく再開までほ叱年位の間隔が

ありましょう．比の大会は5年は米国で址年に1度はその他の宙で行うことになっていて，米国

以外のロータリークラブのある115ヶ国の中で世界大会を開催出来る規模を有する国は10ヶ国

位でそれを礼年毎に廻ると叫年はかかる．我々現在の会員の多くは恐らく来年の大会が最初の

最後であろう．正に大部分の会員には千歳一遇の好機でありましょう．

是非大挙して参加せられたい，

出緒者の予冠は天体16，000人で，その中外人は6，000人位ですが，最近の情報では更に増加

し恕らく過云の年次大会に於ける歳高，ニューヨークに於ける大会をしのぐ空前の盛況となるだ

ろうとのことで，日下大会本部で膚ホテルの準腑だけでも大変な仕事で，内2，500人位は特別仕

立の豪華船で来て，その船に顧白するが，残りの5，500人に対しては目下ホテルが200ルーム不

足している・又大会中毎日晴癌会勧こ準時間の尚に払，000人を輸送する方法が問題となってい

る．しかし婦人，子供に対する心づかいは大会本部でも十分にするといっているので家族揃って

参加されることをおすすめします．

2　R工のトーマス会長は　生気を与えよ，身につけよ木友愛の桶をかけよ〝．をモッ

トーとして本年度の目線としてかかげられておりますが，生気を与えよ　＝　当クラブは生

気にあふれる若いクラブで別に云うことがありません．友愛の稿をかけよ＝　之も問題はあ

りません．身につけよ＝一人一人がロータリーを理解u艶美の画に，社会の面にあてはめて

行かねはなりません・トマス会長の掛生地ニユ‾ジランドの欝静万匹のホ為替

す極めて壮観な領事があるが，ホタルの一匹一匹の光は大したこともないが，この数十万匹とい
う　　　　　A叶
う多数の光は正とこ庭の如く読書も出来る明るさであるという話をされて，我々・ロータリアンも一

人一人の力では大したことが出来ないかも知れないがI全世界のロータリアンが手をつないで，

ロータリーの目的達成に努力したならは必ずや大きな貢献をなすものであると信ずる．‥‥‥…

という意味の話をされて公式訪問の紘評を終った．　　　以　上

1

Ⅷ
測
温
凛
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山形RC　　山形西RC　　東京池袋RC

（3）例会贋更，休会御知らせ

白　石RC　　　∫月ユ0日一∫月スノ日

東京品川RC　一一　∫月£9日（金）一∫月コヱ日（チャーターナイト）に旗上げ

酒　田RO　　占月g日（水）例会場一一㌢酒田信用金庫へ

（4）新庄RCチャーターナイト日次変更

ム月ユダ日発行予定でしたがる月／ヲ臼（日）に変更なりました・

参列予定の方特に御注意下さい

占月／ヲ日（目）ノ／．30～九・∬　新庄北高等学鮫

6　小花会長及び張君の近況（与／カ現）

去るノ3日ジュネーブで両君手を睦り・ それぞれ又酉と東に旅行を追払 小花会長は．今日ベルリ

ソからフランクフル沌商って鱈り，張君は巨マで世界屑科学界に出航檜舞台で熱弁をふるヴこ

恰ります．

RCチャーークーナイト賑々しく挙行

∫月′∫日（日）兄弟クラブ酒田RCのチャーターナイトが賑々しく挙行され当クラブよ摘，会

員並に御家族ヱ吉名出席御祝い致しました・

バナーを交換しましたので例会場に掲げます・

‘8　今日は恒例によ

会員の慶憂

り一本つけ三着の合同誕生祝いを行います

（1）小　花　盛　雄君（与る）　金　井　捗　助　君（施）

阿　部　公　一・着（ライ）　　夫々御誕生樹幹揖度う

（2）広細痔君母堂（広瀬謙次君夫人母堂）去るノ′日御逝去衷心より哀悼の意を表し御冥駅祈りま

す．

（金井副会長，安藤幹事弔間御香典を供えました）

SM L LEBOX

コ　　ニ　　コ

単

金井君・阿部君　誕生御祝い有難う

広瀬（健）君　　御弔間有難う・杜会奉仕の為に

斎藤君・三井君　遅　刻

話　　　　スピーカー 丹　波　経　夫　君（横浜RC）

鶴岡は恩人斎藤外市民の出生地でかつて墓参にも参。，叉ロータリー嶽物の深い関係の錮こ先払中

如実蕾氏I三浦重三郎氏とは深い親交のある懐かしい土地です・

p－メリーは一口暫こ云、えは物事をてきぱきと正しくやることで粟はその言動は四つのテス帖帰する

ところで世には仏払儒教－キリス臓等あるがヱ0世紀以降はRCのロータリー思想が大きな分野を

占めて来ると思う・

文恵味としては浮世絵及び柿着工門・古今里等の陶器をもって屠るのでロータリー或は当地樽物館で

希望であれかつでも公開するし・私宅に来れば何時でも分叛陵列されているので御見せし細
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招ドイツのミューへソミイツトRC及びユニ；1－ヨークブルックリソROより張看訪問のビジツ

テソグカードが送って来ました．

（う）国際ロータリー年次大会本部（マイアりよりのニュースが送って来た・

㈹　ニューヨクブルックリンRCより例会報が送って来ました・

年中花会長及び張君の近況（与定年現在）

小花会長は不日バリーを発ちPソドソむこ着き′，明日はロンドンRC例会出席・27日迄滞在

張君は昨日ペニスに入りよ∫日迄滞在．品目ローマにもどります・

∫　他クラブとバナー交換と便り

（1）安藤君浦和RCを訪問バナーを交換しましたので，例会場に掲げます・

（a　チャーターナイトの御案内

川　口RC　　各月，臼

遠　軽RC　　占月，日

寒河江RC　　£月ム2日

一　関RC

大船渡RC i
占月／g日

名　寄RC　　占月之∫日

′2．の～′7．j（フ　　　川口市役所

′＃．J♂′｝′9．α7　　　労働会館

β．α）～′首．〟　　寒河江高等学校

〝．Jク～／9．α7　　－関オー高等学校

／ず．αフ～／9．α7　　　名寄小学校

何　例会変更通知

寒河江RC　　∫月よ占日（木）時間変更　pM　∫．ガ

伊　達RO　　会場北海道拓殖銀行を北洋相互銀行に

判　例会報が送られて来ました．

酒田RC　　天童RC　　村上RC

（5）酒田RCよりチャーターナイト多数参列に対する御礼状が参りました・

占　「花いっぱい」連動について小花会長夫人よりの御好意

『くちなLjの苗木g本御寄贈いただきました．御希望の方御持ち帰り下さい．

会員の慶肇 殖産相互銀行鶴岡支店新築落成，丸谷君御芽出庇う益々御発展を報折りします

SMILEBOX　丸谷茂雄君　社屋新築落成御祝

（エコニコ）　今間壮太郎君　達刻しました．どうも，どうも

卑　　　　語　　＿．．　　　　人　蛇マ。‘正　（世界ジャンボリーと
スピーカー　今野登古氏、’‾‾一、′■▼　不一イスカウトについてう

ボーイスカウトの創始者は英国のべ－テンパウエル卿で，幼少の頃宣教師であった父を失い，

その後転々と居を替え，小さい時から野外生活を好み，今のスカウチソグ的なことを身につけるこ

とになった．長じて軍人となり甫阿戦争に於て之が役立ち非常な武勲をたてた．後に海国しスカウ

チソクに関する本せ書き出版したところ青少年に好んで読まれI更に興味をもった少年達が寄り集
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美しい訪問　食事も終りテウル毎談笑に賑っている折，天神祭奉祝㌻

行倒会場を訪問叫司におどりを見せ薬 しませて呉れた

』おどりの－

5月定例理事会
（∫月／7日）

′　会計整理について

クラブ貿金の定期預金をくずし支私分を整理し，年度末残金をクラブ箆金とする．

2　各奉仕委員とクラブ奉仕各委員長の決定について

クラブ奉仕の各委員長は葛任をしないことを原則として，夫々委員及び委員長の一嚢を幹事

に於て立て，次回理事会で決定すること．

次回例会　　　∫月J′日　（火）

卑　語　予　定　　童話のおじさん　　阿　部　秀　雄　先　生

頗棚軸轍榊触頗輔弼触輌砺軸轍鮒舶靭紗

出席奨励委員より………今月の出席率創立以来愚高記録

今月の出席は，／・“，，7・22で，今日も修正，♂

？

凱立以来の最高記録になりそ

うです今日の欠席者にメークアップをすすめ，次回例会は月末ですが

りましよう

，万難を排して全員出席
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（2）国槙加盟承艶RC！

川崎北RC　　　　単月ユg日附

（3）揖区′W年年次大会（／0月『日～チ日於大津）の御案内が参りました．

（4）例　会　変　更

厳重RC　　∫月β′臼（火）例会はる月中日のチャーターに振春公民館で

∫　国際ロータリー／タ‘ク～′タ‘／年年次大会分担金について

各RC会員／人′，α方円分担することになって店りますので近く集金に参りますから御諒承蔽

います．

創立記念引こついて　親睦プロ掴情報安貞代表　大　野　委　員

来るる月ア日当RC創立「通年記念行事について次の様な一乗を立てましたので如何でしょうか

と　　　き　　　る月7日（火）例会

と　こ　ろ　　　倒　会　場（ひさごや）

プログラム　　　ノ　点　　　　鐘

工　君が代斉唱

β　ソ　ソ　グ（奉仕の理想）

、¢　例会幹事報告

∫　会長挨拶（創立十避年にあたって）

占　一年の回厳　　安　藤　幹　事

7　記念事業決議

的　市中3中学校iこ植樹

（日銀を撞呈，笛木はノウ月頃贈皇）V

岡安斎特別代表の招待

g　出席／00％会員表彰

ヲ　鶴岡RO誕生の憩い出

（創立総会襲況録音再生）

ノ0　会　　　　　食

′／　ソング（手繰っないで）

’そ　の　他　　ノ　倒会場は国旗及びP－クリ一旗を掲げ，小旗，′くナ一等で行事に相応し

い装飾を行う（点．AAに綿鼠）

ユ　スナップ二韓及び実況銀音をとる（P－クリ」背教素見に補色）

3　品月誕生会員の御祝を合せ行う

雀　一炊％出膵者には／年皆蘭席ノミッヂ及び記念品を贈る．

万場拍手　　　　　賛　成　賛　成‥

出席率最高記録樹立について　　鈴木出席奨励委員

前回会報でも予告協力を御醜いしましたが今月の出席率は〝．鎚・牙．之之・打．砧最終の今釦は

紹超です。欠席者のメークアップによって本月は創立以来一年間の最高記録を樹立することが出



挽帝寒国辱訂9

￥等蔓塾酢一軍好

等沌多匝＝乃卜彪

さコ要職覗　　（V）臼ム訂9　　等　紗　回　被

米米車米案米米米米米凍米米米米米※米米米米米※米審米米米米米米米米

事的昂‘臓覇こ′4－1つき戒名さ′Y∠一触離絹礫儲一着腫脚　　軍准⑳臼褒

・（9㍍丁重 ���∠ク �1　豊憫．凱殻聞 
仲）呈出藷（琴与野印）崖（首）無事 （％望掌掌）選果言（％担錯巾）遥 ���dl 

軍割くビバ長与）凄む＼P（－“17♪）農襲 ���エ　r �十割コ）約・‘鼓醐‘戯帥‘脚 �￥ 

％野1／占 　％見 l �棄 却 胃 �‡十羊 　診ムど �冒劉 ＋YFP �紬甜■糎 �冒貨‘ l l l 晶妻 

耳　剰　0　封　建 ����ー　　　剋　用．0　日　牽　．享 

首輩閻寮潜開半尊尊　敬　拳　開

（肇打破苛軍報重唱層　　γ忌コ雫①豊要　一牢一月Y苫去）　畢空　　　　車

ち軍覇段、へ範轍苛濯　　　聾　等　恕　中
（こごこご）

XOgヨ「日用S
■受賢葦軍産官爵顎艶々つ昂○苫間睾寵（g）

●受ふ篭翳つ層丁等称寧彰考晃裾0∠妄クーヰバ拝で羊慣習餌名（T）

鞘〉嘩0讃¢守戦ユ、へし瑚轟腎か・一軍卓裾雷研一h“相掃

首首妻帯車等葦党Ⅴ　ユ、1C・コ鳩首鼻筋高取－h壬

御詠＝沌h1割●音調考古学′、′一1籍宰葦寮封印％αy好守首

●管÷青野GT等絡む埠

等打富等噛d東首1可▲管ふて％αyユ潤を封目鼻打47／1薯削了封屈む軍中尉￥等侶等Y

ユ、1亡・コ順番封印？轡等⑳富者封印％00－
■⊆Tl罫q軍担●ふ昇華

＼

－

1

－

～

1

、

－

一

ノ



（∠0∠1日蜃エ）

をご　忘　の　　散等旭

日　剋y　　臼　等岨

（£9Sl・EZlrT訂ユ）
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燕RC（新潟）ム月2占日（日）〟Jり～〝．∬　燕削、学鮫体育館

（4）例会日及び時間等変更通知

寒河江RC　　占月9日　〟．jクを／7．即に　占月′占日をる月′2別・こ練上げ

一　関RC　　占月′‘日（木）を‘月′g日（金）に

∫　テリー地宗浮改災害見舞について

前回協鼓しました同見舞について山形Rcより次の連絡がありましたのでその様に取計うことに

します．

（1）個々のクラブとせず山形県内各クラブ一括お見舞すること

（2）会員′名当り助円を拠出すること

（8）配分方法については来る′2日寒河江にガバナー御来訪の折その配分等につき指示をいたゞい

て決定する．

員の盛　夏

SM＝LBOX

（エコエコ）

出　席　報　告

（1）佐藤点吾君（施）張紹淵君（毎タ）御誕生御芽出炭う

（2）小花盛雄署　金井国之助君　佐藤兵曹君　田中正臣君　安藤淀助署

々∫，一々〟7年 （例会∫♂回）御芽出度う

くり　佐藤（貞）君　誕生御祝有難う　恵まれない人々へ

（2）小花■金華，佐藤（貞）田軌安藤各署．出席ノ仰％御祝有無う．飽康に

恵まれない人々へ

鈴木出席奨励委員

5月の出席成叢は皆さんの御荘で 93，75％で創立以来の最高記録を樹立し地区

内順位も初めて平均ライソ内鴫ることが出来ます．出席率が月毎上昇して参りましたことはそれだ

けロータリーが身について来た証佐で減に喜ばしいことです． 益々併会出席メークアップに努めまし

信 　　木　日　の　出　席 ���…　　前回　の修正　　‾‘■‾「 

出人 情員 �j絹申出 　庸 之7名率 1 �フ∫J汐％ �出入 雇員 �j♂名現軌耳 

欠 �浪琴I長谷君I板垣署■金井鰯署， ��メ　ア �張君（香港）．心、花君（マイアミ）河村君 

席 �丸谷乱大竹熟菅原君■，手塚若． ��Iツ �（∬東京）一佐藤（仁）（ライ山形） l　¶鵬【〉＿＿一一＿▼＿±＿萱ま 
篭 り者 �小花署　　　　　　　　　　　　　　　～ ��クプ 

本　日　の献　立 よし選酢醤油．アスパラひたし，きす天ぷら．月山筍味噌

汁，みず演

eZe eZea冥eZeZe記e e e記ea霊ea霊e eZe e e e記；e；eZe；e記；e；e

し
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燕RC（新潟）ム月2占日（日）〟Jり～〝．∬　燕削、学鮫体育館

（4）例会日及び時間等変更通知

寒河江RC　　占月9日　〟．jクを／7．即に　占月′占日をる月′2別・こ練上げ

一　関RC　　占月′‘日（木）を‘月′g日（金）に

∫　テリー地宗浮改災害見舞について

前回協鼓しました同見舞について山形Rcより次の連絡がありましたのでその様に取計うことに

します．

（1）個々のクラブとせず山形県内各クラブ一括お見舞すること

（2）会員′名当り助円を拠出すること

（8）配分方法については来る′2日寒河江にガバナー御来訪の折その配分等につき指示をいたゞい

て決定する．

員の盛　夏

SM＝LBOX

（エコエコ）

出　席　報　告

（1）佐藤点吾君（施）張紹淵君（毎タ）御誕生御芽出炭う

（2）小花盛雄署　金井国之助君　佐藤兵曹君　田中正臣君　安藤淀助署

々∫，一々〟7年 （例会∫♂回）御芽出度う

くり　佐藤（貞）君　誕生御祝有難う　恵まれない人々へ

（2）小花■金華，佐藤（貞）田軌安藤各署．出席ノ仰％御祝有無う．飽康に

恵まれない人々へ

鈴木出席奨励委員

5月の出席成叢は皆さんの御荘で 93，75％で創立以来の最高記録を樹立し地区

内順位も初めて平均ライソ内鴫ることが出来ます．出席率が月毎上昇して参りましたことはそれだ

けロータリーが身について来た証佐で減に喜ばしいことです． 益々併会出席メークアップに努めまし

信 　　木　日　の　出　席 ���…　　前回　の修正　　‾‘■‾「 

出人 情員 �j絹申出 　庸 之7名率 1 �フ∫J汐％ �出入 雇員 �j♂名現軌耳 

欠 �浪琴I長谷君I板垣署■金井鰯署， ��メ　ア �張君（香港）．心、花君（マイアミ）河村君 

席 �丸谷乱大竹熟菅原君■，手塚若． ��Iツ �（∬東京）一佐藤（仁）（ライ山形） l　¶鵬【〉＿＿一一＿▼＿±＿萱ま 
篭 り者 �小花署　　　　　　　　　　　　　　　～ ��クプ 

本　日　の献　立 よし選酢醤油．アスパラひたし，きす天ぷら．月山筍味噌

汁，みず演

eZe eZea冥eZeZe記e e e記ea霊ea霊e eZe e e e記；e；eZe；e記；e；e
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埠迎撃等工畢凶鮮
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エ与〃●一石多一日陸射線

壁寮費
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封首領¢（D甘窪叩）農常÷苫
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1　Y　身
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③　事番所変更通知

峰山RC　峰山瀧会館（京都府中郡峰山町）

川崎RC　野村証券ビル内川崎商工会議所（川崎甫宋田町）

⑥　次年度新理事役員通知

芦別RC　　　寒河江Re

◎　例会報が次のRCより贈られました．

広島RC　　藤沢RC　　束：覇迫袋RC　　仙台南RC　釜石RC

占　ロータリー米 び納入明細書と共に
／タ占ク年度ダークリー米山奨学生名簿が送って参りました．

7　創立一週年記念の写真が出来ました御覧の上御申込下さい

串　　　　話

S P E A王こ

出　席∵報告

予定スピーカ な単記を行い却って変化があわ興味を

ひいた．

山形王iC五十嵐君………‥ロークリ「娃感

鮫自署…………………寒河江RCのチャーターに参列しての所感

早坂君…………………新注RCのチャーークーに参列しての所感

広漸く鮭）署……………膏東京RCのクラブ情動について

鈴木出藤奨励委員

本．　日・　の　　出　　酷　　　i ��前　回　　の　悠　正　　　　　i 

出入】　　　⊆ 　　　恕‘之2％ 席員 　　　　j ��出入 席月 �2才名－→一千 　3／名 �出 席 盲率 �占3．g9％→1 　才占．／／％ 】 

l欠 �糀弔，軌板垣，今軌小弘大軌　董 �メア �小花君（サンブランシスコ）張署（台湾）清瀬 大仏佐藤（寅），佐藤（昇），田中の1 ��（睡）君（青森東シフ），手塚君（東京北シ宛）i 
F ‘儒 者 �各署、 l ト �．l■ッ クプ �賀田君（東京束シ方） 飯白，三浦一三井，谷 小池，佐藤（良）各許＿ ��一二大野君（村山シ宛）t ≡冨雷；賢施）l 

田中君（新庄シク9）　　　　　　　　　事 

本日の献立　刺身（鯛），天ぷら（キス，月山私茄子）酢のもの（キャベツ，キウリ）汲物（鯛）

新香（民田茄子浅旗）

亡丑鮒だ払聯′

次　回　例　会　（下記の如く変更になカましたから御注意下さい）

‘月J♂日（木）　　′7．3クより　　ひさどや

（例会並に小花，張両君帰朝歓迎会）
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（69Sl・Sg11gエ）

母迎撃等工単凶蟹
通日≡主題掩蟹勘雑用

上皇4●一石　卓一日凶韓
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・し、

賜り本部その他を御案内下され本当に楽しい1日で感激しました・唯学界出席の為小花会長と同行出

来なかったことを申訳けなく且つ残念に思っておりますが一ジさネープで楽しく懐かしい1日を一緒

紅遊ばせていただいたことを感謝致します．と挨拶された．、

報告及び連絡 安　藤　幹　事

1　歓　迎　挨　拶

小花会長†張君が夫々重敦な大任を無事をこ果され極めて元気に帰朝され，その間各国．各p－

クリ‾クラブ及びロータリアンと極めて熱心に友愛の線を架けられたことに対し御祝いと謝意を

表し，此の友愛の橋を益々立派にして行くことを誓った．

2　海外クラブよカの通信

（′）サンフランシス．コRCより小花会長訪問に対するビジツテングカードが届きました．

P）ライデソ（オランダ）RCより武者訪問とバナ りが参りました．

あなたのRCの張君がローマの国際外科学会に出席の途中　当RCを訪問され，当RCの

為に鶴岡RCの′くナーを残して呉れ．又友情のこもるお話をして呉れたことを大変嬉しく

喜んで賠ります・御礼にライデソRCのバナーを送ります．

（J）オークラソド（ニュージランド）RCよ りが参りました．

国瞭親善週間に当り，オークランドのクラブ会長として世界の各RCに挨拶を贈ります．

当市人口41万5千人でRCメンバ叫ま2幻名です．どうか商用や休日等に当地方に来られ

た場合はあなたのRCの皆さん，我がRCに御来訪下さい・（その他オークランド市の事

情を紹介してあります）

国　力テスコ（ウルグアイ．モンテビデオ）RCより次の様な便りに同市の美しいパンフレツ

が送って参りました．

私のクラブでは●国際ロータリー親善週間の行事を5月の牙4過に行います．私の町には

美しい浜辺や立派なホテルやナイトクラブもあり，叉美しいビルヂングもある衛麗な町で

す・パンフレットを同封しましたから御覧下さい・尚．私のクラブの例会は月曜日の夜8

時からナチユクラブで行われます．どうぞおいで下さい．

5　他クラブよりの通信

（／）新庄R（コより去る19日のチャーターナイト参列に対する礼状

拉）例会変更通知

古川RO　　7月1日（金）　pM．18・00　　　於　古梅荘

山形RC　　7月8日（水）　fM．17・00　　於　千歳館

上山RC　　　7月8日より当分　例会場　億屋菓子店ホール

（j）前上山RC会長宇留野勝弥君よりPベルト・コツホ先生の50周年記念に柘核予防宣伝の為

同先生の写真が送られて来ましたので御分けします．

（ダ）次のRCより例会報

東京RC　　　帯広RC



OZ’ZL　～0冒●LL　押Ⅴ　（￥）　臼S首∠

首　等…………轡過－βぎーd

粛軍斐車釧蜂

粛軍署重雄啓等

琴垂論陣甚虻⊥

苔　去　発　音

ふコづいつ・騨　　　（Ⅴ）　日S訂∠

†写幡回一宿著幸雄）　等紗　壇暑

【諷・臨・【蟄・qL巧L均し巧Ll蟄・巧L巧L堕し担いヨL堕し乱射L托し【乳．【ヨL目し【亀．1蚤．qL匂LqL短Lt遷し陰．1亀．qL

●喝鱒ユ⊂ン鼻考マコ

望ユ鼻詔製等》晋卑御伽萎箸＝紬等む農地簡号頂く的里程〆“か硝G卓識卓凶一・号葦マ草野

詔γ賞詞梨剋東菅、1顎罰a羊与tマ箪昂蘭弥一等攫朴哨骨幹α崖姐凶専一＊散策寄掛瀬・、倣考蜂

晋糾明と伎憤身封が那枇川詳＝㈲一七贈与Y￥豊壁湖沼華豊辿辞・鮎、絹謝紬等紗

琴布鞄紬敏一星型掌‘艶、r／　　閻　　◎　　喜

l t（卸朽切離酎射酎違功￥懐題￥ 蓮華合一崖殻￥－（七郎人名∠差み）豊艶＼P ���≠♂ んl �塵間中‘呈甲淵 ��，牽月 製 

圭　（見越臼ZZ首9）違中日■（轟等）産婆 ���∠r �農園劉一芸（華）鍵軍一畳l椚泳ぎ ��￥ 

％LL●99 �蓮 華 印 �きし； �旨封 �％LL’99 �㍑9冒 �官営！ Y開音 

←　％ZZ●Z∠ ��←　診9Z �Y掃 

軍　制　0　回雄　H　　封貯0日室≡≡享， 

誉冒重昭素塾開＃寧苺　独　封　印

封撃⑦帝瞑噂⑦日華　竣Z鍵単年T昔等恕中　　　尉　　　皐

う呼￥1罫1準等劉￥・1……・よ0孝1よ罰孝之劉畢破　屋曝蝕

G搭段叫範腰帯濯　　脾劉章挙　遷埜
（こてこご〉

XOgヨ「l川S

￥1叫敏彬ユ中華孝等理彬0日dZ首†産婆　　　垂革⑳菅等

●な1：マつつ　阜幸　せ11　葦葦　寄港回回　ユくら路

程鼎軸望」〉身をコマ管〉甘諸事凶事一卓幽〉翠事蘭切離胸－ユ叫聖等むし肇ひ凶朝一叫勺璧〉

葦をコマ与等葦観官α鱒む～闇α音匂車力所持Y－E賓悩む回与ヤ￥‘Y￥凶●産婆‘答等む＼P

「Ⅴつ叫守梁瀬」

Y￥難　　産粧堪難聾等恕中　　一単一∂∵ビ
（MVヨdS）

訂‾　　卓


	1958-1959(昭和33-34）年度
	６月
	創立総会
	第１回
	第２回
	第３回


	1959-1960（昭和34-35)年度
	７月
	第４回
	第５回
	第６回
	第７回

	８月
	第８回
	第９回
	第10回
	第11回

	９月
	第12回
	第13回
	第14回
	第15回
	第16回

	１０月
	第17回
	第18回
	第19回
	第20回

	１１月
	第21回
	第22回
	第23回

	１２月
	第24回
	第25回
	第26回
	第27回
	第28回

	１月
	第29回
	第30回
	第31回
	第32回

	２月
	第33回
	第34回
	第35回
	第36回

	３月
	第37回
	第38回
	第39回
	第40回
	第41回

	４月
	第42回
	第43回
	第44回
	第45回

	５月
	第46回
	第47回
	第48回
	第49回

	６月
	第50回
	第51回
	第52回
	第53回



