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築合し、今後の会の運営を円滑ならしめるため繋談会を

開催、8時終了。

9月9日10葦より閉会、R・Ⅰ会長代理及び来賓の紹介

（佐藤ガバナー）の後ホストクラブ会長、岩手児知事及

び盛岡市長の挨拶。

R・Ⅰ会長代理小林雅一氏のメッセージ即ち、行動に努

めよ、理解に途を求めよ、指導力を高めよ、と叫び、更

に「真の知識は遠くはなれた所にあるものを知る事では

なく、極く近くにあるものを知ることである」と結ばれ

た。

午后1時より各委員会開催され、鶴岡クラブは次の通り

出席した。

職業分類、会員選衝、雄誌　　′ト池　繁治

社　会　奉　仕　　　　　　　五十嵐三郎

青少年問題　　　　　　　佐藤仁太郎

職　業　奉　仕　　　　　　　　三浦岩治郎

国　際　奉　仕　　　　　　　　小花　盛雄

3時より、ロータリーファンド学生大内穂、米山奨学金

学生劉承二の両君より報告と感謝の言葉あり。

次に出席優秀クラブの表彰に移る。

木県では　1位　山形西　　　3位　寒河江

9位　天　童　　10位　山　形

で本県の成案責艮好である。

本クラブの各位には一層の努力を傾到し、成貫を挙げる

様期待する。

毎日新聞社長上田常陸が世界の二大努力と平和について

有益なる特別講演があった。

次期ガバナーは仙台南クラブの平島周太郎氏に決定。

6時より盛岡市体育館で娩宴会を開催盛大裡に終了。

9月10日9時より公会堂に於て委員会の決議報告、満場

拍手をもって賛成する。

決議事項は8件であるが．主なるものは

1・国際ロータリー会長代理派遣に対して感謝の件

2・エビ一会長年度計画に協力の件

3．前地区ガバナト佐々木孝二郎君に対する感謝の件

4．ホス1、クラブ並に協力団体に対する感謝の伴

う・1963年国際ロータダー理事会が指名すべき理事候

補に関する件　　（東京、東ケ崎深氏に決定）

次に次年度の会開催は仙台に決定。自由討議は「食糧と

労力源としての東北」であったが、時間少く中途で閉会

する。

2時30分より数台のバスで小岩井農場視察、岩手富士と

拡大なる農場を見聞し、雨に患されず6時盛岡駅で解散

する。

雑　　　感

1・婦人及び委員会に出席しない人はバスで市内名所

を観光したが、私共6人は二台の革で十分市内観

光をなし、盛岡市を認識した。原敬の墓に詣で在

りし日を想起感慨無量。

2．有名なワンコソバを賞味したが、蓋をするより早

く入れるのには驚いた。

3．帰途花巻で金色堂に行く。ロータリー貸切列車、御

座数列二軍に同乗、北上まで40分。盛岡クラブの方

々の歓待をうける。

4．余興として地方色豊かな外山節（踊）、金山踊、

塵肺、鬼剣舞を披露され、本衛、幅荷の芸妓連、

更に市内キャバレーのホステスのサービスで毎日

の疲れを医し得た。

5．降雨の専∵を考え、どこトル傘800本を用意し、ホ

ストクラブの婦人の方々連日サービスに最大の努

力を払われた。敬意と感謝の意を表す。

ホストクラブの皆様及び協力団体の最善の努力の結果盛

大蟹に終了したが、急に疲労されたのではないかと心痛

限りない。

第352地区年次大会（盛岡）

部門別協議会～青少年問題～概況報告

（佐藤仁太郎）

△青少年問題は、鎧笹瞑？る大人？姿。

△ロータリアンは、すべて青少年の模範なり。

青少年問題に関する各クラブの業琵並に計画一覧

1・青少年の情操育成に関するもの。

2・身佐障害児、精薄児、恵まれない児の援護。

3．青少年の招待、慰問、激励。

4．表　　彰。

う・奨学給費制度。

6・ワンダーフォーゲル運動。

7・ボーイ（ガール）スカウトの育成。

8・スポーツの奨励。

9．青少年の国際交流の援助。

10．青年会の後援。

11．幼く青少年の後援。

12．職業的情報の提供。

13．個人の青少年奉仕。

14．不良化防止に関するもの。

以上14項目につき各クラブの実態報告意見の交換があり

更に提案議題に依り、協議いたしました内、
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路。（4・5・6・7・は不必要につき除く。）

8・継続事業を行うべき場合、独白に小委員会を作って

もいゝか。その時ガバナーの許可を要するや（弘前R

C）定款や細則にない小委員会を作る場合、そのこと

がRCの精神からはづれない場合は差支えないと思う

ガバナーの許可得れば申分ない。このような場合は必

ず許可すると思う。

比の外植樹の場合等は、その後よくみてやらねは何ん

にもならない。ボーイスカウトに対しては出来る丈援

助してやってほしい。

イ・艮い人間をつくるためにも等である以上。

クラ7奉仕B部門に出席して

小　池　繁　治

B部門の協議は親睦、会員詮衡、職業分類の三つで、そ

れぞれ下記の様な討議が行なわれた。

◎親睦について・…‥先ず親睦員の調達方法が各クラブか

らの解答に基いて分類された。それによると、

1）予算化し、殆んど臨時徴収をしないクラブ

・・t＝・25％

2）全然予算化しないで臨時徴収するクラブ

……26％

3）予算化しているが不足分徴収するクラブ

＝‥‥49％

文金鄭こついて最高は弘前RCの一人当年37，000円（月

に約3，000円）最低は喜多方RCの一人当年18，000円

（月1，500円）

平均は27，900円となっている。因に当クラブは

年21，600円（月1，800円）で、喜多方RCについで低額

になっていだ。

親睦の行事としては、結婚祝、誕生祝、その他スポーツ

趣味の会、新年会、忘年会、クリスマス等大体同檻の催

しが多かったが、たゞ珍らしいのは弘前RCの婦人部コ

ーラス、婦人合同テニス、バレー試合でした。

◎会員詮衝について……種々の各クラブから出された問

題について討議しましたが、根本となるものは、娩剣

を適用すべきである事ではあるが、規則ではどうして

も解決しない、叉しにくい場合が出来て来る。

その場合はロータリアンとしてのコモンセンスとグッ

ドジャッジメントで解決していたゞきたいとの事でし

た。

少くとも後々に菱を残すような事であってほならない

し、又ロータリーの規則はアメリカ法によるもので、

日本の規則の棟にドイツ法によっているものでないか

ら自卜巨な〕り与；で解決し、コモン乍ソスをまじえた解決

があっても艮いと云われました。

但し規則の段階は踏んだ方が万一の場合問題が起らな

くていいのではないかとの伯瞑バストガバナトの意見

でした。

◎職業分類について……今日のR．Ⅰ会長のターゲット

actを充分考慮に入れた分類、詮衡する桂、意見が出

されました。

職業分類が一業にかたよらないのが規則であるが、そ

れと同時に年令のかたよりもなるべくさけよう。よく

バランスのとれた年代層でクラブを作って、少くとも

60年代の人も、20年代30年代の人も、共に楽しく過せ

るクラブを作って欲しいとの助言が柏原バストガバナ

ーからなされました。

又テリトリーの問題が大きく摘ましたが、当クラブに

は今の所全然問題がありませんので略します。

大体以上の様な問題がそれそれ清澄な音兄が出され、約

2時間に亘り行なわれました。

〔大なる奉仕は

大なる利益を生む〕
〇二コ＝コ箱

1・中台君遅刻　　　　　　　　2．菅原君誕生祝

う．板垣君おくさんの誕生　　　4．鈴木君早退

盛岡RC 横手RC

盛岡での地区大会の際交換して来まし

たバナーです。殊に横手RCのは小花

さんが乗換時間20分位の間に交換して

参りました。離れわざの賜です。

〇本日の献立

鯛、マグロの刺身

カレイ焼

トー7、三葉の味噌汁

民田茄子漬


