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例会場　鶴岡市本町二丁目　ひさごや

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内㊧5775

四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

willit build goodwi11and

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

concerned？

阜隔りを取り除こうヽ

出席報告
本日の出席　会員数　　　63名

出席数　　　42名
出席率　66・67クゎ

欠　席　者　阿宗君、阿部（公）君、荒明君
長谷川（文）君、林君、池内君
五十嵐（三）君、五十嵐（一）君
海東君、金井君、加藤君、金
野君、崩岸君、三井（徹）君、
三浦君、佐藤（昇）君、笹原君
佐々木君、富樫君、薮田君、
谷口君

前回の出席　前回出席率　79．37％
修正出席数　　　54名
確定出席率　85．71％

メークアップ　林君一東京変室町RC

摩君一温海RC
阿宗君一新庄RC
海東君、嶺岸君、斎藤（信）君
鈴木（弥）君一鶴岡西RC

ヒジクー　前田一郎君一山形西RC
半田茂弥君一鶴岡西RC

スマイル　石黒慶之幼君
11月15日温海ロータリークラブの

チャータ【ナイトが盛会裡に挙行
され、重責を果たしたため。

会長報告

ガバナーの公式訪問について発表します。
11月24日のしらゆきで佐藤ガバナーがお出で

になり、直ぐに会長、幹事と1時間位の予定
で懇談があり、その後クラブ協議を行うこと
になります。クラブ協議会は午後4時から7
時までホテル山王間において挙行いたしま
す。各委員長は必ず出席ねがいます。都合に
ょり委員長が出席出来ないときは、委員会の
中から代理出席をねがいます。公式訪問につ
いてのクラブアッセンプリーに未だ出席され

たことのない会員の方々は、この機会に参加
されるよう望みます。
24日の例会は、ガバナ【公式訪問のために

行わず、翌25日に行われ、これにガバナーが
出席されます。そこでここのクラブの在り方
について、サジェスションがあればこれを承
るということになります。

それが了りますと、すぐ温海ロータリーク
ラブに行かれる予定になっております。

次にこの間恕さんの中華料理のスピーチの
ときお話のあった試食については、磨さんの
ご好意により、特別にコックさんをこちらに

差し向けられ、中華料理の何品かを添えてい
ただくことになりました。これは25日の例会
に行われるので、公式訪問と重り好都合に存
じます。摩さんに対し感謝いたします。
それから今日はロータリー財団週間の1日

にあたります。実はこのあいだ通知が届いて
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いますが、当クラブは、ロータリ　ー財団の
600％クラブになりました。届いた600％バッ

ヂをお廻しします。
この地区のロータリー財団の寄附額を6月

30日現在でみますと600％が最高であります。
この当時はわがクラブでも500％で、第353地

区の500％クラブは4クラブで、秋田、能代
鶴岡、相馬となっております。400％クラブ
が1クラブ300％クラブが13クラブ、200％ク

ラブが27クラブ、100％クラブが30クラブと

なっており、当クラブは張先生等のお骨折り
をいただき、お蔭で600％に達したことをご

披露いたします。
15日行われた温海クラブのチャーターナイ

トには、当クラブから30余名のご出席をいた

だき、スポンサークラブとして一番多目相子と

なり面目をほどこしました。御礼申し上げま
すっ

温海クラブのチャーターナイトの報告とお礼

わ黒慶之助君

15日のチャーターナイトには240名の方々

が出席されました。スポンサークラブとして
は鶴岡から31名、鶴岡西から20名で51名の多

数の万々が出席なされました。おいそがしい
ところまげてご出麻をいただき、この席から
厚く御礼を申し上げます。
当初温海クラブでは仲々意慾が盛り上らず

儲葦葦童等奉賛…
あります。これをたしなめるには私としても
相当に苦労しました。私がうかっに無理を申
し上げますと、きらわれるところもあり仲々
その辺の調整がむずかしくありました。ご夫

1、人も万難を廃して23名のご出酷をいただきま
、＼したし・仲々エキサイトした面もありました
＼、が、万国星旅館の方で非常にお骨折りをいた

だき、まずまず盛大裡に出来ましたことを喜
んでおります。

これもスポンサークラブの会長はじめ皆様
のお力添の賜と感謝いたします。

ところで、今考えますと、いろいろと欠点
が見受けられ汁懐の至りであります。第一に
席次の問題で、スポンサークラブが一一番よい
ところに座り、遠来のクラブが中程になった
こと（このことについては後程早坂源四郎君
より、そういう慣例でまちがっていないとい

うアドバイスがありました）これは席次を印
刷に出す前に目を通さないでしまったために
このようになったので、遠来の参加者に大へ
ん失礼したとくやんでおります。

それから温海クラブのご夫人万のご紹介を
断乎として拒否されたことで、そのため会員
の紹介はいたしましたが、夫人方の紹介を略
すの巳なきにいたったことで、他クラブの参
加者から奇異の眼をもってみられたことなど
もあります。
斯様なことで、何かと不手際なことがあり

申訳ないと思っています。しかしながら僅か
半歳で温海クラブがあすこまで成長したとい
うことだけをお考えいただきますと、チャー
クーもまこ

特にスポ

とに有意義であったと思います。
ンサークラブの小池会長から賜っ

た祝辞に関し、私が大へんお褒めの言葉をい
ただき恐縮しております。

それから外部拡大委員会が今まで存続して
参りましたが、これを機会に拡大委員会の什　＼、げ‾／
務は終ったものと思いますので、各委員の方
々がノこ変ご邑一労をなきったことを、この席か

ら感謝いたします。
どうぞこれからも温海クラブの発展のため

皆様からご支援くださるようおねがいいたし
ます。まことに有難うございました。

「ロータリー財団週間に当って」

ローダリr財団委員良　小花盛雄君

今週はロータリー財団週間になっており、
世界中14．373のロー－クリークラブは、この一

週間を通じて、ロータリー財団について色々
な方面から検討して、財団の力強い発展のた換い発展のた

クリアンが力

理解と友
ります。

教育補助

めに寄与しようと68万の全ロー

を尽しているのであります。
それで毎年のことですので、古い会員の方

は耳にタコが出る位かもしれませんが、ここ
でもう一度復習していただき、また新しい会
員もおりますので、今日は精しく申しビザた
いと思います。

先ず財団の性格でありますが、これは世界　　√
中のロー一夕リ【クラブ、ロー一夕リアソその他

自発的に支援して下さった方々の信託財産で　し、ノ
あるということであります。
その目的とするところは、教育的、また慈

善的性質をもって、いろいろな計画を通じて
種々の民族の異った人々の間の国際理解と友
好関係を増進するのがその目的であ

その活動の重なるものは、財団の
金があります。その教育補助金と申しますの
は、ご承知のように大学院課程にある人の奨
学金、それから3年前に始りました大学に在
学中の学生に対する奨学金、それから学問的
訓練の補助金の3つでありますが、毎年すべ
ての地区が受けることが出来ます。この大学
院課程をも少し精しく申し上げますと
は一番始めにロークリ【財団の仕事と

．これ
して発



足したものであって、1947年からはじまりま
した。そのときは大学院の学生18名をもって
スタートしたのでありますが、昨年度までに

すでに2，700名の大学院の学生が、この奨学
金を受けております。これは自分の国以外の
大学に行って勉強する、かなり高度の資格を
もつ青年男女に与えられるものであって、そ
の年令は20才から28才までと厳密に定められ
ております。そして資格の一つに未婚である
こと、そして学士号をもっているか、あるい

はこれと同等以上の学力をもっている人とい

うことになっております。

給付を受ける鰍は、入学する大学までの旅
費全歓、それから一年間の生活費、研究中の
教育費一肌　これを全部財闇が出してくれま＼＼～　す。この奨学金のプログラムは、留学先の因

のロー一夕リアンと接触することを強く希望し

ております。帰ってきましたら、その地区内
で国際奉仕計画に基づいて、その派遣地区の
ロータリアンと協力することか要請されてお

ります。

それから大学在学中の学生の奨学金は、大
学院の方と殆んと同じでありますが、この方
は大学の2学年を終了した人、またはそれと
同等以上の資格のある人、つまり大学の3年
生から申請資格が生ずる訳であります。こち
らの方も年令に制限があり、18才から24才ま
での男女という事になっております。ト嗣こほ
一時女子学生への補助がストップになったこ

とがありましたが、これが改められて、男女
に与えられることになっております。

それから3番目に申し上げました奇問的訓
練ということでありますが、これは男女とも
に既婚未婚のlメ二別がなく21才から35才までに
なっております。この補助金は青年技1なら
びに青年技術者、こういう方々が一年以内、

他国に行って訓練を受けることが出来る制度
であります。そしてこれはやはり前と同様に

旅費と一年間の生活費と、その間に必要な教＼J　　育費等をすべて受けることが出来ます。これ

はすでに4年ほど経っておりますが、今まで
178国の補助金が与えられております。その

他に研究グルrプの交換というのがありま
す。これは年令は25才から35才までの青年実
業家または専間職業人のチームに対して与え
られます。来年の6月まではチームは6名と
いうことになっておりますけれども7月から

ほ5名に変更になります。そしてこの件を少
し精しく申し上げますと、安斎先生が地区の
この方の委員長をなさっており、先日温海の
チャーターナイトにお出でになられましたと

きに、石黒先生を通じて当クラブに紹介して
ほしいとのことでございましたが、この地区
でも是非研究グループの交換を実施したいの

で、その6人を秋田、山形、福島の3県で2

名宛、山形県では内陸から1名、鶴岡から1
名これに是非参加させたいので、今月中にこ
の該当者がおりましたらクラブにその希望を

申し出てもらいたいとのことでした。非常に
良い擁会と思いご検討いただけば幸いに思い
ます。

この研究グループのメンバーに入りますと
ロータリアンが一人別にリトダーとしてつい

て、その決められた地区を2ケ月間まわる訳
であります。更に各ロータリアンの家庭に入

り或は学校、或は種々の事業場或ほ役所等い
ろんな機関を訪問するのです。そしてこの間
に人と人との接触を通じて、その国について
出来るだけ多くのことを学んでくるのであり
ます。

第353地区で考えておる研究グループの交
換先は、米国のテキサス州で、話は大部煮つ
まっているのであります。
テキサス州の万からも6名の人がくるのです
が、お互の変換先での滞在中は食費、宿舎、
交通費等は受入側の方でサービスすることに
なっております。

この計画が実現するためには、地区全体の
ロークリ【クラブの3分の2のご賛成が必要

ということが決められております。
往復の旅費は全額財団から出ますし、非常

によい機会と思いますので、是非お近くの方
々に適任者があればご検討いただいて今月中
にクラブの万にお申し出でねがいます。

以上が今までありました財団のいろいろの
補助金の制度でありますが、その他にもう一
つ特別補助金という制度があります。これは
ロークリ【財団の目的にそった教育的、慈善

的価値のある計画に対して、補助金が特別に
交付される制度であります。これはロータリ
ークラブ或は地区が提唱し、経費の一部分を

負担し、そして国際理解増進に役立つもので
なければならないとされております。それか
ら財団の補助金を受けないルールがありま
す。

財団は1947年以来4，000人を超える青年男
女が1，000万弗以上の補助金によって一年間
の研究と親善使節としての役割を果たすため
に他国に派遣されました。今年は600人以上
の若人に175万弗の補助金が支給されます。

これらのロータリー財団の新計画の展開に

伴って、より大きい規模での財政援助が必要
でありますが、RIではこの強化のためにい

ろいろの示唆を与えております。即ち米国の
685地区では、例会に各ロータリアンが想像

以上のゲストを伴い、その食事代として2弗
づつを財団に寄付、叉米国のカナポリスRC
では小銭を集めて317弗を寄付しておりま



す。

また昔から百万弗食事と云ってライスカレー

程度の軽食を例会で摂って食費の差額を寄付
する方法もとられてきました。「ロータリー

財団の友」というのは、新会員1名10弗、他
の会員は、一人1弗の寄付を承諾したクラブ

に付せられるもので、美しい証明書が贈られ

ます。またクラブの％が200％に達した時に

も証書が送られ、その後100％を増す毎に、

これを証明するステッカーが送られます。叉

個人で一年間に1，000弗寄付した時は「ポー
ルハリスフェロー」を、最初に100弗以上寄

付して、その後、何年かかって総額1，000弗

寄付する人を「ポールハリス準フェロー」と

云い、1，000弗に達した時に「ポールノ、リス

フェロー」と認定されます。一年間に500弗

以上の中は「オノラリーフェロ・・一」、川口弗

以上500弗未満を亡くなった人の追悼記念に

寄付した個人は「メモリアル・コントリピュ
ーター」、一年間に川0弗寄付した人は「サ

ステ一二ングコントリピュウクー」と呼ばれ

ます。恰度今日奇しくも先程会長から発表が

ありましたが私達のクラブが600％に達しま

した。この％ほ当地区では最高で、大変名誉

なことですが、之は張会員の寄与するところ

が非常に大きいのであります。

財団の強化ということは、すべてのロータ

リアンの希うところでありますし、また他地

区に比べて当地区の財団強化への寄付は甚だ
遅れておりますので、今年の財団週間を記念
して会員相互の力によってもう一段階のレベ

′レアップすることを何とか御検討していただ

きたく、ここに改めて提案する次第でござい

ます。それで私もおくればせながら、私の担

当していた地区の世界社会奉仕の仕事が完遂
されたことを記念して只今200弗、そしてあ

とは毎年100弗づつ寄付をする「ポールハリ

ス準へロー」への申込書をクラブ会長を通じ

て財団に申入れいたしました。この準フェロ
ーは恰度一日に喫う煙草代位のものの積重ね

で出来る割に達成し易い制度でありますので

他の会員の方にもお話ししておりますが、今

年のロータリー財団週間がクラブ会員一人一

人のお力によって、財団強化に向って大きく

前進することが出来ますことを財団委員長と
して心からお願いして、私の話を終らせてい

ただきます。

）

幹事報告

会報到着

白鷹RC、鹿児島西RC、石巻東RC

例会場変更案内
東京浅草RC
新例会場　共和会館2階

台東区柳橋1－2－10
新事務所　同会館5階

正式加盟承認の挨拶

下関西RC

例会目時　水曜日12．30

例会場　ホテル　水産会館


