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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 goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

willit be beneficialto al】

concerned？

も隔りを取り除こうも

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　61名
出　席　数　　　45名
出　席　率　73．77％

欠　席　者　阿宗君、阿部（公）君、荒明君
林君、橋滑君、上林君、栗谷君
金野君、三浦君、斎藤（得）君
斎藤（信）君、佐藤（伊）君、笹
原君、手塚林治君、富樫君、
薮田君

前日の出席　前日出席率　65．57％
修正出席者　　　57名
確定出席率　95．08％

メークアップ　安藤君、斎藤（待）君
一東京RC

阿部（公）君一新潟東RC
五十嵐（伊）君一山形酉RC
阿宗君一新庄RC
薮田君一天童RC
林君、斎藤（信）君一酒田RC
小花君、三井（徹）君

W温海RC

長谷川（悦）君、嶺岸君、三井
（賢）君、三井（健）君、中山君
佐藤（昇）君、佐藤（忠）君、富
樫君一鶴岡西RC

ビジター　旅河正美君一藤沢RC

荒井清君一酒田RC

半田茂弥君、足達一見君

桜井瑞男君一鶴岡西RC

会長報告
ナポリロータリーからクリスマスカードと

新年の挨拶状が届いているので回覧します。

∴：‥十十一十十∴一・●－●
ブが交通安全協力団体として表彰されまし

糧交通安全優良地区地域団体ということで
あ表彰です。会長が出席出来ず、たまたま理

事の金井勝助さんが、上京中であったので金
井さんに出席していただき、ここにある楯と

表彰状を頂戴して参りました。
その折発表された昭和46年度交通安全の年

間スローガンの印刷したものを戴きましたの

で回覧します。またその大会の席上宣言文が

採択されたようです。この印刷文もお廻しい

たします。

ロータリー財団に係ることと、韓国旅行の
印象について

旅河正美氏

1月の最終例会は雑誌週間と決められてお
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りますが、折悪しく栗谷雑誌委員長が欠席さ

れたので、ピンチヒッターとしてスピーチす

ることになりました。

会長さんからさきほど職業上のお話をする
のかと言われましたが、それは差控えて、先

般ロータリー財団管理委員会のリチャード、
Lェダンスという委員長から私共のクラブに

届いた手紙を御披露申し上げて、多少の自慢
話とロータリー財団のお話を申し上げたいと

思います。
その手紙といいますのは、
このほど貴クラブ会員40名の方々がこぞっ

てポール・ハリス・フェロ→－と準フェローと

なられたことを承りました。既に貴クラブで

は20有余名の会員が準フェロ・－となり4名の

方はポール・ハリス・フェローとなっている

のであります。これは、貴クラブ会員の殆ん

ど全員が最高の財団支持者となられたことを

意味すると同時に、貴クラブは他に比摂なき
記録を樹立されたことになります。ここにロ
ータリー財団管理委員会を代表し、深甚の敬

意と感謝の意を表するものであります。ロー
タリー財団に対する貴クラブの絶大なる御支

援に対し厚く御礼を申し上げますとともに、

各位の御繁栄と御健勝を心から御祈り申し上

げます。
というような手紙で、私共の地区は第359地

区でありますが、この地区の会長幹事の懇談

会でもその手紙が披露されて、地区の財団委
員長からも藤沢ロータリークラブは、本年度

地区大会で全会員多忙の毎日であった筈にも
係らず75名の会員中ポール・ハリス・へロー

4名準へロー65名、合計69名で、未参加会員

が健に6名と、殆んど全員の財図寄付者を纏
めた事実は何と素暗しいことでしょうと、こ

れは日本はもとより全世界に例のない最高の

成績に存じますというようなお賞めをいただ
いたのであります。

そういうことですが、ロータリー財団の資

料をみると、全世界で一番多い寄付のクラブ
は、アメリカのマサチューセッツ州のウィリ

アムズタウンロータリークラブで、1万4千

3百％というとてつもない数位であります。

日本では359地区内の横浜東ロータリークラ

ブで昨年度同地区のガバナーを出されたクラ

ブですが、これが3千2百％というような％

で、金額にしますとロー∵タ1トド財団の寄付は

全世界では66倍4727万円で、その内日本では

5億9420万円ということで、ロータリー財団

全部の寄付金の約9％を占めております。
また全世界のポール・ハリス・へローは、

689名おるが、そのうちアメリカが366名で日

本が第2位で249名、という大変な数です。
第3位は僅か7名という数になりますので、

殆んどポール・ハリス・へロ→一の大多数をア

メリカと日本で占めているといわれます。準
へローは全世界で663名、そのうち585名が日

本であります。それで、ロータリー財団に対

する日本の寄付は大変なもので、私共のクラ
ブも先程お読みした手紙をいただいたのです

が、それでも現在190口％ということで横浜東　〔

クラブの3200％に比べれば遠く及ばないとい　＼＼・－

う実情であります。

その資料をみると、ポール・ハリス・へロ
ーの保有するクラブが、第1位で22名（準へ

ロー）第2位が東京江戸川クラブの15名、第

3位が東京クラブの目名、第4位がアメリカ
ミシガン州のデイアボーンクラブ、第5位が

東京江東クラブの8名という夙に、ポール・
ハリス・へローを保持しているクラブでも日

本は上位を占めております。
第353地区も資料が出しております。同地

区は準へローが8名おります。ポール・ハリ

ス・へロ→－の方もお出での筈ですがこの資料

には載っておりません。しかし当鶴岡クラブ

の張先生をはじめ第353地区でほへロ→一は3

名お出でになります。山形県、秋田県、福島
県に夫々1名宛です。準へロrが先程申した
8名です。
これがロータリー財団の私共のクラブに対

する手紙を披露したのですが、ロータリー財

団に対する寄付だけがロー一夕リー活動とは云

えないが自慢話として申し上げます。

次に先程会長さんのご紹介がありましたよ

うに、昨年私の所属しておる第二東京弁護士

会の友人7名と共に韓国に行って参りま　し
た。それでソールのロー∵ダリークラブに出席

して参りました。ここは韓国では一番古いロ
ークリ・－クラブで、昨年の2月に朝鮮ホテル

という素暗しいホテルがアメリカと韓国の合

併で出来て、そのホテルで例会を行っており

ます。1927年に設立された歴史の古いクラブ

で、ここに参り一番驚いたのは、会長司会、

幹事報告、スピーチが全部英語でやっている
ということです。恐らく、全世界のロータリ
ークラブで、外国語で司会もスピーチも全部
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やっているクラブは私の乏しい経験から云っ

ても例がないではないかと思います。会員の

四分の一位は外国人で、韓国に駐在するスタ
ンダード石油とか、シエ／レ石油など、大企業

の代表者がクラブに加入しており、例会でも

四分の一の外国人が非常にウイットとユーモ

アをもって例会をリードしておられ、むしろ

韓国の実業家などの会員はおとなしいという
ような感じを受けて参りました。

そこで全部英語ですが、隣の席にいる韓国
の方は、年配からして日本語がわかるでない

かと思いながらも、先方が話しかけてくれな
いものですから、こちらも下手な英語でしゃ
べることもないと思っておとなしくしており

ました。そうしたところ向うからしびれをき

らして日本語で話かけてくれました。

町に出ますと一般庶民の方は日本語で沢山

話しかけて下さる方がありますが、ロータリ
ーに出るような方は、余り昔のことを思い出

したくないという気拝があるのでしょうか仲
々日本語はしゃべって呉れたいといむ印象を

受けて参りました。

韓国旅行なさっている方は当クラブにも多

数お出でのことと思いますし、また戦前は朝

鮮に行ってた万も沢山あると思いますが、何
といってもソールでは徳寿官と昌徳宮の2つ

の李王朝時代の宮殿が観光の対象になるよう

であります。特に徳寿官にある美術館と博物

館などをみると、たまたま私が昨年11月に奈

良に参り奈良の国立博物館で正倉院の宝物を
みたのですが、恰度正倉院の宝物と同じよう
なもの、あるいはそれの原形となるようなも

のが、ソールの美術館や博物館に沢山ならべ

られておりました。

即ち私達が小学校時代から習った大陸文化
がどうして日本に流れてきたか、これにはい

ろんな経路があったと思いますが、やはりこ

れは朝鮮半島を通じて移入されたということ

が博物館の中のいろんなものを見ているとよ

くわかるという感じを受けました。

また対日感情については、御存じの通り李

承晩政権の10年間の間は徹底した反日教育と
いう即ち李承晩という人は日本をきらった方

で徹底した反日教育をされた訳です。しかし

今の朴政権はそういうことではなく、むしろ

日本には競争心はもっておるが、日本に追い

越し、追い越せというような気塊が感じられ

今の若い人々は、私共に不愉快な愚をさせる

というようなことは全然ありませんでした。

唯釜山の龍頭山公園に参りますとかつて李

舜臣という豊臣秀吉の水軍をこっぴどくやっ
つけたといあれる韓国の水軍の将がいたので

すが、この李舜臣の銅像が日本の方を向いて

建立されております。高さが十数米もある大
きなものです。またソールの街の中に大きな

銅像があったので、誰の銅像か尋ねたら、名

前は忘れたが、何でも日韓併合に大反対され
たという韓国の李王朝の大臣のものだという
ことで、すべて目につくところにある銅像は

何れも日本と関係あるということでした0

豊臣秀吉という男は、韓国では全く人気の
ない、むしろとんでもない男だということ。

即ち小西行長と加藤清正、東海岸と西海岸を
北上して、鴨緑江まで行って皆殺とか文化財
の破壊とかを企てた男。豊臣秀吉の話を韓国

ですると、こちらまで何か疑れる感がして、

全く人気のない人でした。

韓国では外出禁止令が厳重に布かれ、夜12

時から午前4時までの間で、外出禁止令に達
犯した韓国人は射殺されるということで、12

時をすぎますと街角に憲兵とか、民警団とい
う人達が、皆実弾を装てんしたカービン銃を

持って方々に立っておりました。そこで外国

人はどうなんだとききましたところ、外国人
は、パスポートさえみせれば12時以降でも歩

行してよいとのことでしたけれども、しかし

今の若い韓国人は日本語が全然通じないし、
507花位のところにカービン銃をもって立って

いるところに、わざわざパスポートをもって

外出するというのも、極めて危険な状態で、
（私共が行った1週間前にも一人射殺された
とのこと）その時間iこ出るものは北朝鮮のス
パイだと決めつける考え方のようでした○

北朝鮮に対する称び方が北鬼と言っており
ます。私共が戦争中鬼畜米英などという言葉
を使っておりましたが、同じ民族でも北鬼と

称ぶのは誠に悲しむべき現実と思います。の
みならず徳寿宮の中には、兵隊が（藁でつく
って軍服を着せてある）2名機関銃を撃って

いる形の人形が芝生の上においてあります。

芝生の上の人形の足をみると、足は鉄の鎖で

杭に縛られているといったことで、韓国では

北朝鮮は戦争するに強いかもしれぬが、足に

鎖をつないで機関銃を撃たすというような、

残虚な国であるということを唯の目にもつく

よう－こ、公園の一隔においてあるということ



は一つの宣伝と思いました。

私は、鶴岡中学校を昭和18年に卒業し、当

時陸軍士官学校という職業軍人の学枚に入学
しましたが、士官学校時代の友人も韓国には

多数おりまして、殆んど陸軍大将になってお
ります。各国の大便をやったり、士官学校の

校長をやったり、そういった方々が沢山おり
ますが、そういった方々に立寄りますとまた

観光旅行とちがった形態になるので、そうい

ったところには寄らずに、唯ソールの弁護士

会に寄りました。ソールの弁護士会では元韓
国の前最高裁判所の判事とか、あるいはソー
ル市の顧問をやっている先生が弁護士会の会

長をやったりなどして、日本語で心よく私共

を迎えてくれました。彼等は殆んど日本の大

学を卒業された方々で、非常に暖い歓迎を受

けました（こちらは観光旅行で一寸立寄った

に過ぎぬのですが）韓国では釜山とソールし
か行きませんでしたが、ソールで私達が歩い

ておりましたら、私は蝶ネクタイをしめてお

りましたが、そういう恰好のせいか、あれは

日本帰りだと言われました。ですから日本帰

りの同胞とまちがえられた訳で蛛ネクタイな

どをしめて韓国の町を歩いているのほ、何か

日本で荒かせぎなして国帰りしてきた同胞と

まちがわれるということもあるので、韓国で

は、あまりパリッとした恰好をしない方がい

いようです。そしてしばらく行ったら、そこ

でチラシを配っているのです。そのチラシは

私にはくれないで笑った友達だけに呉れたの
です。内容は韓国文字です。（今韓国では漠

字追放運動をやって漢字は殆んど使わない。
また韓国の商店街でどこの看板をみても、私

共旅行者は何を売る店なのか、さっぱりわか
らない。）そこで友達に対し、お前だけ同胞
とまちがえられたんだと言って大笑しまし

た。

張　紹淵君

雑誌週間に当りますが、今日の例会に雑誌
の話が出ないので、国際奉仕の委員から申し

ますと、日本のロータリーの友、これを国際

奉仕委員会では4ヶ所に送付しております。
即ちペェスアンポイロータリークラブ、シ／レ

／ミ一・スプリングロータリークラブ●ストウ

ル・ロータリークラブ、および台南ロータリ
ークラブであります。どうしてそういう風に

なったかと言うとロータリー雑誌も非常によ

くなって英語記事も大分見えてきたので、日

本のロータリーサービスをどのようにやって

いるかをPRすることと、また国際奉仕とし

て不断余り文通出来ないので、せめて文通の

緒をつけようということのためです。

それではどうしてこの4ヶ所を選ぶかと云

うと、僕等が10遇年記念にペェスアンポイロ
ータリークラブ各員が珍しい物を贈ってきた

とのお返しと、また非常に熱心な台南ロータ

リークラブと、ストウルロータリークラブを

選択しました。
それから会長幹事を始め理事会の方々にお

願いしたいことは、国際奉仕の大きな問題と
して、それは1971年3月15日までに国際奉仕

計画登録申請書であるが、それをどうぞ本年
は忘れないで出してもらいたいことです。そ

れは当理事会がよく相談して出していただき
ます。ここに恰度国際奉仕計画のパンフレッ

トがあります。これの一番終りに書いてあり

ますが、それは青少年の交換のこと、社会奉

仕のこととか、いろんなプログラムがありま

すが、これを登録すれば世界各国のロータリ
ークラブから、ヰこちらに向って沢山の文通が

産れ極めて大切なことです。
実はシルバー・スプリングロータリークラ

ブは、登録して池内さんのときに文通してか

ら非常に海外のいろんなことがわかって有益
でした。

幹事報告

会報到着　白鷹RC、能代RC
チャーターナイト予告案内

松戸東RC　4／3（土）

下関西RC　3／28（日）

最上RC　　5／2（日）

新庄農高校向町分校体育館
PM2．30～PM6　登録料4，000円

5／1ゴルフ大会

鳴子カントリークラブ

参加料5，000円

［蚕室∃
会員の移転先の自宅に電話がつきました
鶴岡市青柳町9－19　安藤足助君

TEL鱒∬2593
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