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ラ㌢鍬会場鮨時変更　…驚震、、　箭慧；≡

離磨警禦ラブ例会場は市属十日町殖産銀行会議室攣撃更囲会時恥従釆濁かこ
離れ組む議巌ぬて納らせ敦1京王昌一　隼黒古㍗∵パ鳥目

其　の　＿他　　東京のポ地区合同大会に出席の方々多く，

柏戸の相撲話でなかなか賑やかである．

今日 と思はれたが

SPEAK
新大関柏戸に就い 荘司紫太郎君（会員）

先日の大関被盛宴は実に盛大なもので．彼の人気の素晴らしさを物語る．彼の態度も立派であった

粕声の「心構え」に．就いて自分の体験したことを申上げる．〝富樫〝と云っていた十両の時大阪場

所で優勝し，次の東京場所で準複勝（若秩父に負けた）した時，白洲次郎氏の希望によって彼を連

れて面会した時白洲氏は早通「君は童貞か」と間はれ，次いで女性関係によく注意するように諭さ

れた．その後彼はその方面は慎重である．

昨年ム月に帰郷した時には鼻が悪いからと云って，酒を飲まず，サイダーやジュースなど飲んで

おつきあいしていた．彼は克巳心強く，よく摂生する．

彼は気が軌、，気概を以って勝負に臨まなければならないと，よく云はれたが，大関被蕗の時今

度の場所は大丈夫か，と問うたら，自信満々の態度だった．初口苦手の若秩夫に敗れたので周囲の

人々が心配したが，以後堂々と斗って立派な星を得た．

彼が此処まで異数の昇進を成したのはその摂動　精進に依るものである．今後此の態度を持して

折角大成して行くことを切望している．復の大成を期する為には成る可く多くの人々の後援を得な

ければならない・米沢市でも後援会が賽生し，年会費ノ万円の会員が∫ク名も集って，感心したが

之にはロータリークラブへの働きかけが効果があったというが，当クラブでもどうぞ宜しくお願い

し匿い．柏戸の今場所の勝負は立派であるが，朝潮との一戦は気力の点もあるが技備に於いてもか

に寄り，つり寄りという形で見撃たものである．

彼の鉄砲は千代の山それに比するに，彼は全体量をかけて行くものであり，千代の山は腕力によ

るものである．彼の体重がもう2賞増してJ∫貢となれは，千代の山のそれ以上に威力を発揮する

ものと思う．

柏戸の体重は順調に増加している．去年は2g寅，今年はjj綴，来年はJJ馳期待出来る．∬

貫が後の理想的な体重であるという．

伊勢の海親方は来年の∫月までに相戸の横綱昇進が実現するかも知れないとも云っている．

彼のような心樺であれば横網になっても決して心配はなく大成して行くだろう．

鶴岡巡業の時は，稽古を特に土燐の上でやって貿ったが，若の花との申合いを′∫番もやり，出

羽錦との打つかり稽古をふらふらになる位にやったが，ト愚考阜礼鱒正㌢く両力士に水を捧げた・実

にすがすがしい情景である．最近騒いでいる労組の人々にも比のような心境を参考にして頂き度い
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この様な時は当クラブの様な新しいRCは皆こぞって出席される様望みます．

デスりクヤアツセンプリーは会長1幹事はクラブ経費で必ず出席となっていますが．他の人も多

1数出席される様希望します．

私はロータリーを余。雉かしく考えて居りません・ひとくちにサービスをモツトに職業を通じI

世の中を明るくする運動と考えて居。ます・金を使ってやる奉仕だけでなくI金を使わないサービス

も十分にやることで，他人の就職運動等最も価値ある職業奉仕と考え実行して居。ます．此の様に金

をかけずに世の人の為になることが他にも沢山あります．

新会長のYOn are ROtaryはあなたのノ挙手／投足がロー冬ユニヱ塵透止云∋／妄凰笠も我
で’‾＼－＼一′一、、．　　　　1．．．－－－－　、＿、＿‘、、－‾二二∴一二一二

々小都市に居ると特にその行動が目立つのでその点も考えなければならない．

日本では毎日のニュースほいやたことはかり多いがIこんなことは他国ではない．ヨーロッパには

足の削、人が非常に多いが，完全雇僻でよく働いている・又どこの飛行場でも革（ホエールチェア）

にすがった足の悪い人を優先して皆で助けて乗せている・とにかく一寸したことでも世の為皆で助け

例えば鶴岡でそれだけ世の中にサービスする姿が見られるだろうか・バラ園でも花だけでなく根こ

そぎもって行く人があると聞くが‥．‥．…‥

・それと同じことがらでアメリカのナイアガラの見学に行った時，そこに美しい花時計があったがI

誰一人として花等とる人が纏った・帰って臥、たのですが，神戸にも時計花壇があるそうですが，

針を折ってしまったそうです・何と外国と日本と違うことだろう．

フランスでNHEに非常に細世話になったが，或る時NHKの方の家に徹世話になった時，そこの

家の子供が／～∫番の胸に成綾番号をつけているのでどうしてそんな成粉がいゝのか聞いたところI・

学校で皆が同情して親切に教えて呉れるから成績がよくなると云うことだった．我々が特別に行って

いることが彼等は平素不断に・行っているのである．

社会を明るくするにはロータリーをどしどし拡大しなければならないと思います．

又米国では法律や約束を守る．守らせるに非常に厳格です．

日本の現在捏ロータリーを必要とする秋はないでしょう・各クラブの活動を活発にすると共に大い

に拡めましよう・以上は平素私の考えを述べたので師団長の訓示ではありませんl今後ク矛、タの益々

徹発展を祈ります．

以　上

1960年8月15日7リセンフリーに於けるガバナーの指導

ガバナー挨拶

今回の公式訪問は能代RCのチャーター出席を機会に同地方の公式訪問を計画した為に日時も少な

く大変御迷惑をかけたことを深く衡詫します．

それにも拘らず斯くの如き行届いた詳細な報告書並びに計画書を経められ，その努力と即頃の活動

に対し深く敬意を表します・特に当クラブは会長自らRl年次大会に出席され，又先君も外遊中各ク

ラブを訪問され，創立／年に2人もの外遊者が各クラブを訪問する等は珍らしいことで，今後の当ク

ラブの発展に大きな力を為すことゝ思います．

）が
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雑　誌　委　員　　（jβ時β∫分～28時好分）

ロータリーの友g月号に私は「レークブラyツド物語」を書いておいたから是非読んでいたゞき

レークプラシッドは今這余り一般には知られていないがI私は何故あそこで毎年重要な会議が開

かれるのだろうと興味をもちI種々なパンフレットを集め／晩徹夜で書き上げたものです．レーク

プラレッドを理解しI何故そこで諸会合が行はれるかがよく判ります．

プログラム委員　　　　（jO時好分～JO時′2分）

大変立派なプログラムです．

プログラムには出来るだけ会員のスピークを多くする方がいゝ・会員は皆立派な豊富な経歴の持

主ですからそのスピークは大いに役立ちます・又その様な人がスピークに慣れることも大いに必要

でその意味からも会員スピークを多くもつ方がいゝと思う．

当クラブのプログラムは非常に面白く出来ています．

一般情報委員　　　（20時／2分～20時′7分）

一般情報はロータリーの活動をロータリー外に∴PRすることで，当クラブのこの様な活動で結構

と思います．

ロータリー情報委員 （J0時／7分～20時J♂分）

近頃Rl本部よりロ㌧一夕！仁一情報についでその活動を大いに高揚する様にとやかましく云って来

て居ります．

今度の会長の自壊にもYOn are ROtaryと云われていて′人／人がロータリーを身につけ

此の活動にはファイアサイドトテングが最もよいがI兎角集る人が決ってしまい，講師だけで

生徒が仲々集まらないのが常態の様だがそれでもいゝ．

秋田でリバーサイドミーテングをやっている・それは「フォアークエイクラプ」と命名した小柄

なバーを作ってIそこに集っている・特に若い会員は毎晩集っている・川蝉の小路に在って／人，

之㍉α汐円位の拠出らしい．

当クラブでは朝食会を計して居られるがI夏の暑い中に早朝静かな庭の綺麗な勧寺等に集り，ロ

ータリー情報を研究し・，簡単な朝食をとって解散する趣向は面白い………いいでしょう

敏業奉仕委㍉員　　（2∂時ガ分～20時J∫分）

職業奉仕も難かしく考えられるがI難かしいものではない．金をかけないで白分の職業を通じて

奉仕することで，私も就職斡旋が最もよい奉仕と考え実行している・之は全く社会の為に，青少年

の為に金をかけないで自分の職業を通じて奉仕出来る．

又学生のある襲会の費用をRCが中心になって募金をやっている等も青少年の為に自己の職業を

通じて出来るサービスです．

湯沢RCの大谷会長は点字をよ年前に始めて点字翻訳をやって盲学校に贈って喜ばれているが，

更に自分の病院の看護婦養成所に呼び掛けI最初は乗気でなかったが，盲学校の運動会を見学させ

たところ深く同情LIそれから此の看護婦達も点字勒訳に協力している．現在河北新報の米国縦断
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よ′才）が鶴岡を訪れ，市中で困っているのを知り，会長宅に呼び歓待したその青年は／月／ぐ臼バ

ンクーバーを発ちメキシコ→オセエア諸島→－シドニー→香港→神戸一一一斗東日本各地一→北海

道→・中共→ヨーロッパ各地・一一一本国と最低の経費で世界の多くの人を知り視野を広めるユネスコ

精神の具現を目的に廻っていることを知り同夜は会長宅に泊め，翌日は会長と国際奉仕委員で会員の

荘内貨物板垣社長に新潟迄の定期陵に便乗の便宜を頬も　又会員荘内銀行金井頭取に免浜の便宜を受

け，会長は新潟束RCの会員，渋川RCの会員に連絡をとる等万端の援助をし，会員数人に見送られ

青年は感激そのもので次の目的地に向った．

ガバナーのことば

実に此のクラブの活動特に国際奉仕活動は素晴らしい敬服の外ない．

‖
！


