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第719回例会1973・9・4（火）晴　が0．10

例会日　火曜　日12時30分
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
会　長　安藤足助　幹　事　小松広穂

QTimebrn〈t盲on
「今　こ　そ行動の　と　き」

○出席報告

本日の出席

前回の出席

前回出席率　　76．47％

修正出席数　　　　63名

○ビジター

佐藤五右工門、本間新之垂君、

菅原鉄三郎君一温海RC

羽根田正吉君、細井功君、半田茂弥君、

石原武君一鶴岡西RC

O点　　鐘　　　　　　　　安藤会長

○国家斉唱

確定出席率　92・65％　　　　　○ロータリーソング「奉仕の理想」

欠　席　者

阿部（裏）君、早坂（徳）君、石黒君、薮田君

五十嵐（－）君、吉野君、三浦君、斎藤（得）

君、斎藤（信）君、佐藤（忠）君、鈴木（善）君

佐々木君、富樫君、高橋（辰）君

メークアップ

薮田君一米沢RC

風間君、山木（隆）君、海東君、金井君、

小池君、三井（健）君、中江君、高橋（正）

君、中野（清）君、進藤君一鶴岡西RC

○お誕生月　おめでとうございます

会員お誕生

小池繁治君、池内方平君、高橋正太郎君

上野三郎君、菅　健君、山本隆男君

奥様お誕生

今野幸子様、三井順子様（賢二）、

三井糸様（徹）

〇年間皆出席者

8年間皆出席　　　三井賢二君
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08月250％出席者　　　　　7　名

石崇慶之助君

08月200％出席者　　　　1名

高橋正太郎君

08月100％出席者　　　　　51名

阿宗君、阿部（公）君、阿部（塞）君、風間

君、安藤君、張君、長谷川君、早坂（源）

君、佐藤（順）君、山本（隆）君、板垣君、

市川君、飯自君、五十嵐（三）君、五十嵐

（伊）君、高橋（良）君、今野君、海東君、

金井君、佐藤（衛）君、上林君、黒谷君、

小花君、小池君、中野（重）君、吉野君、

嶺岸君、三井（徹）君、三井（賢）君、三井

（健）君、男網君、菅君、小野寺君、中江

君、斎藤（得）君、佐藤（昇）君、新穂君、

鈴木（弥）君、佐藤（友）君、谷口君、小松

君、手塚君、中野（活）君、富樫君、驚田

君、薮田君、進藤君、高橋（辰）君、森田

君、佐藤（忠）君、鈴木（善）君

○会長報告　　　　　　　　安藤会長

今日は年度始まりまして初めて、外来の

ゲストスピーカー鶴岡職業安定所の池田所

長さんを迎えております。後程「鶴岡職業

安定所管内における最近の労働事情」につ

いてスピーチをお願いすることになってお

ります。その後各委員会のご報告が沢山あ

りますので、お食事から行事をはじめまし

た。誠に申訳ありませんがお許し願いま

す。

○幹事報告　　　　　　　　小松幹事

1・会報到着

天童RC、東根RC、会津坂下RC

2・認証状伝達式

“）松島RC　　　6月30日加盟承認

と　き11月18日10．00より

ところ　松島町民体育館

登録料　5，000円

回　姫路東RC　　7月24日加盟承認

3．例会変更

灯）天童RC　　9月15日老人の目につ

き例会休会

伺　酒田東RC　9月6日職場訪問ボー

リング大会開催の為職

場訪問

午後5時　㈱ニシムラ

午後6時　大成ボール

○スピーチ　鶴岡職業安定所　池田所長

「鶴岡職業安定所管内における
最近の労働事情」について

先程ご紹介を頂きました地元安定所長を

やっております池田でございます。職業紹

介業務につきましては平素皆様方から何か

と大変お世話になっておりますことを感謝

申し上げますと共に今後共よろしくお隣い

を申し上げたいと存じます。

ご承知の様に昨年来停滞気味だった当地

の産業経済は本年に入りましてカモら景気の

上昇と中央工業団地への進出企業が本格的

にきまる等、今疲大きな活気示期待され、

発展に向っておりますことは誠に喜びに堪

えない次第であります。

こうした産業経済の発展と共に管内の雇用

情勢も大きく変ろうとしておりますが、産

業の発展に見合う労働力の確保が今後益々

重要な課題となって来るわけでございま

す。産業の必要とする労働力、中でも若い

エネルギーとしての新規学卒者に対する期

待はきわめて多く、如何にしてこの若年労

働力を企業の発展に結びつけるかが今後の

重要な必要条件の一つであると思われま

す。

そこで本日は管内の新規学校卒業者の職

＼、＿ノ



業紹介状況を中心に若干申し上げて見たい

と思います。若干数字が入って恐れ入りま

すが、先ず始めに今年の春の卒業者の状況

から申し上げますと、史学墜竺娃畳魁校

三二控三重墓羞滋且2⊥L名雌を

旦埜全佐里璽些堂燕1名、就職者は258名
で全体の8軍些艮っております0豊里墜艶

ヽ二、　　一■　▲　■▲一一一一一‾　l

聖畢生＿些元琴職空軍墾登る姓
名、残りが県外に241名就職しておりま
－】一一一r一・一、Lh一一一㌦り㌦‥一・・→㌦一一〉

す。高等学校は全部で11校ですが卒業者が
＼　　　・．1－▲　　　　　　　　　一　　　　、－－ヽ．一一一一一一－パー】一一一一：‘、‾‾

2，743名、進学者は省略し、就職した方が

上里」名1｝全体塑＿59㌦％、そ野内で地元に就

職が35％の573名、残り1，048名が県外就職

となっております。4月の始めに調査した

県の見込みでは、中学校もそうであります

が、高等学校におきましても県内に就職希

望者が全体の半数にのぼっておりながらも

結果的には県外就職が増加したのでありま

す。その理由些雛蛤左

いうことに依るものと思われます。

次笹室生旦且皿重義渚の勤労情況を申し

上げますと、これは去る5月末の調査です

カミ史豊藍空追竪纂き重畳空誓ヱ星空冬＿前年

増となっております。その内進

くdjA829名一丁＿就職者が136名′

と現状では4％と非常に少くなっておりま

す。その他未定が63名、従って就職者と末

冠者を仮に全部就職しても全体の6％位．
－■－　■▲一一　一、－　　　　　　＿

そ色白県申声望考が全体の理餐璽梨残

りが県外とな（ております。

又高等学校では卒業者が2，838名、前年

より87名液になっております。進学が739名

就職1，530名で全体の54％、その外561名は

未決定です。この1，530名の就職希望者の

内で地元就職希望者が全体の46％700名、

残り830名が県外になっております。しか

し従来の今迄の情況から見まして中学、高

校共に最終的就職者はこれより多くなると

考えられますので、高校は去年の数位いは

就職されると思います。

この就職希望者に対する求人の情況を8月

末現在で見ますと、中学校では地元から

391名、県外から1，388名合計1，779名来て

おります。しかしこの数字は従来と余り違

っておりません。若干の増加位いですが中

卒の就職が難しいということだと思いま

す。高等学校では地元で1，333名ですがこ

れでも前年度から見ますと前年の最終合計

より既に400名多くなっております。これ

でも今度新しい泉自動車、東京部品の145名

は入っておりません。県外については今整

盈虫壬生が鰻弘麺蛎、去年は4，373件

で18，500名ですから今年は更にこれ以上で

あることははっきりしています。何れにし

ましても新規学卒求人は主体が高等学校に
一一　．　　　一一一一一　一一一－・・・・一小山一一一　　・「

すっかり移っており、求人の倍率も10数倍
′－・▼サ　　　　ト肌、‾‾‾h一一一一一一▼－‘h－▼一・▼【一1、

位いほなると考えられます。

さて一番問題となっておる新規学卒者求

人の初任給はどうでしょうか。今年の3月

卒業就職者の情況を申し上げます。これは

労働省の労働市況センターから送られた賃

金の情報であります。 全国平均で中学校が

＿男重きアユ腿型・鼻墜旦圭＿、
45，300円、女子42，500円という全国平均と

申しますと賃金を16等分に分けましてその

中位数をとっております。これに対して、

これは本県に弱電初め女子向きの企業が非

常に多いということが云えると思います。

星高放男子挙，980円、－女子娘580日となえ

ております。この貸金には超過勤務手当、

或は臨時の賃金は入っておりません。又今

年の春闘に依る賃上げは含まないといって

おります。この計算の出し方は一寸難しい

説明ですが3月から5月迄に入社した方々

をデータ一に依り算定したもので農林水産

等は入っておりませんが、それ以外の中、



大産業等について調査したものです。

では現在申込まれている県外求人の賃金

はどうでしょうか。規模の格差に依り、又

業種に依り非常に差が出来ておりますので

難しいのですが一番多いところを見ますと

中学校で38，000円～43，000円位です。県外

の大手の繊維関係は殆ど最高の方です∩高

等学校は45，000円～51，000円位です。しか

し男子は殆ど50，000円近い47，000円から

48，000円位が多いようです。

一方地元の受理している賃金を見ると中

には県外と殆んど同じ高い賃金の処も若干

はありますが、大多数はかなりの差が出て

おります。これからこの格差が益々大きく

なるのではないかとも考えられます。尚、

学卒の就職に関連しまして去る6月下旬鶴

岡市に於て地元就職者の激励慰安大会を開

催しました際、その時のアンケートに依り

ますと、その中に職場に対する希望や相談

したいことがありますかという項目の中に

「ある」と書いた人がかなり居りました。

その項目について労働時間、休日について
一番、次が仕事のこと、対人関係、賃金の

ことを挙げております。休みについては管

内に於ても隔週5日制、或は月1回5日制

等が増加しており、前年よりも休みが多く

なっておりますd

祝祭日の全休、土曜の半休という希望が

多く特に高校卒の方から多く出ている様で

す。新規学卒者は初めての職場生活ですか

ら色々と戸惑いや、なやみ等に突当る点が

あろうと思われます。

労務管理の改善については従来から色々

と配慮がなされておりますが、従業員の職

場意識を的確に把撞されまして、事業の経

営者と従業員との意志疎通が円滑に行われ

まして従業員が職場生活に満足感、充実感

を持つことが出来る様に雇用管理を進めて

行くことが大事なことは申し上げるまでも

ありません。こうした魅力の持てる職場造

りが即ち求人対策であり、同時に従業員の

定着対策に繁るものと存じます。

次に最近に於ける中央工業団地の関係の

進出企業の労務情況について簡単に申し上

げます。ご承知の様に中央工業団地に入る

進出企業で新しい処は殆んど出揃った様で

す。その中で現在労務を補充している勉は

男子では泉工業、これは第一次が求人90名

に対して99名就職し、既に埼玉県の本社工

場で実習し、12月の創業と同時に鶴岡に戻

って来るのです。第二次として現在30人の

求人を頂いており、既に3分の1ほ就職し

ております。次に東京部品工業は第一次が

70名の求人に対し61名が就職し、神奈川県

の本社工場で実習しております。来年8月

予定の創業と同時に地元に戻って来ること

になっております。第二次が80名の求人を

出しておりますがまだ7名位しかきまって

おりません。

この二つは男子を主とした企業であり、

賃金は18才で基本給49，000円、一方では

49，900円、年令に依りまして29才で70，000

円位の基本給を出しております。その他に

色々の手当が入るわけであります。

女子では東北みすゞ電子工業、これはみ

すゞ電子と同じ系列でありますが、新規

200名の内100名は既に現在のみすゞ電子の

方に入って就職しており、新しく出来た時

にそちらに移ることになっております。残

り100名は現在募集しておりますが、年令

の幅を拡げればかなりの応募者もあります

が、中・高年の方々は職場に限度がありま

すので最近は16才～35才位迄の年令に制限

している様です。

これらの工業団地からほ、その他に求人

が多くなるわけですが、労働条件の高い水

準の企業が新しく立地した場合は労働力の

企業間の移動が大きくなることは他の地域



でも見られることでありまして、今後企業

の増加により、こうした傾向が益々大きく

なると考えられます。

従いまして既存企業におかれましても新

しい雇用情勢に対応致しまして更に一層の

労働条件の向上についてご配慮をお願い申

し上げたいと思います。

○ロータリー財団委員会　　　谷口晴敏君

初めにロータリー財団委員会ではこの前

の例会でお願い致しました様に、ここに小

さい箱をおきましたので、お帰りの際はよ

ろしくお願い申し上げます。

次に私事で甚だ恐縮でございますが簡単

にご挨拶を申し上げます。実は私昭和44年

5月に由良電子という会社にピンチヒッタ

ーとして入社しましたが、会社も一応軌道

に乗った様でございますので先月末に退社

致しました。

そして今度は国道7号線の停留所の直ぐ

前に8月31日水沢産業を発足させて頂きま

した。この会社は自動車とか、電気メータ
ーの差動部分を製造するので、国内約80％

のシェアーを持つ藤田電気の会社の最末端

のささやかな会社であります。普通の実業

家の方々ですと新しい企業をやる場合は当

然鶴岡の市内でやる筈でしょうが、片田舎

に造りました所以は、実はご案内の通り庄

内平野の一番西の端で農業経営規模が非常

に小さい所です。それがだんだん基盤整備

等で大型化され、近代化されますと従来小

規模なるが故に婦人労働力が農業の中心に

なっておりましたが、その婦人労働力を転

用せざるを得ない様な情況に進んでおりま

す。勿論大部分の人は鶴岡に就職しましょ

うが矢張り農村の人は家庭の環境、或はそ

の他の実情で地元に残らなければならない

立場の人もかなりある様に思われますので

地元の人達と共に農工一体の職場を造ろう

ということで他の役員は全部地元でござい

ます。

私は今後飽く迄も臨時として、ピンチヒ

ッター的な立場でありますが、勿論出来る

だけ早く地元の人達が外部に頼らずに－木

立出来るという形にもって行きたいと念願

しております。そんなささやかな会社であ

りますが皆さんからよろしくご指導、ご支

援をお願い申し上げたいと思います。

○雑誌委員会　　　　　　　　津田晋介君

ロータリーの友について

雑誌委員では委員会報告はないんですが

この雑誌について私の感想を述べたいと思

います。私このロータリーの友を読み始め

てから10何年もなりますけれども編集の方

針は全然変っておりません。一貫して同じ

方針です。矢張り雑誌である以上面白いと

いう面がなければならないと思います。ロ

ータリーの友はそういう点から考えて面白

いというふうに言えるかどうか。どういう

性格の雑誌かと言えば、同行の志が読む雑

誌という性格でしょうけれどもロータリー

クラブ以外の人がこれを見た場合、読んで

みたいという意慾をそそられるであるうか

と考えて見る必要があると思います。どう

してもこれは一般人から見て読みたいなあ

という意慾を起させる魅力に乏しいと感じ

ます。

矢張り雑誌の編集は月並みなものでなく

何か読む人の目をひく、興味をそそるとい

うことがなければ雑誌としての生命はない

と思います。どの雑誌でも特殊記事という

ものがあって、それに皆がひかれて買うと

いう様なのが多いと思います。ロータリー

の友にはそういう特徴というような配慮が

欠けていると思います。

まだ任期は1年間近くありますので、ロ
ータリーの友をどういう雑誌にした方がよ

いかという事が雑誌委員に課せられた使命

であるならば、ここ1年近くの間充分検討

してそれなりの案を纏めて見たいと思いま

す。

○地区年次大会事務局開設について

年次大会副幹事　高橋正太郎君

昨日から地区年次大会の終る10日頃迄に



商工会議所2階の1室をお借りし大会事務

局を開設し、私は鶴岡に居る時は常任して

います。私に用のある時は自宅でなく、事

務局迄ご連絡願います。

尚、事務担当は日向早苗さんです。よろ

しくお願い致します。

次に現在迄に入りました登録メンバーを

申し上げますと僅か492名の参加人員であ

ります。後15クラブ（鶴岡クラブを含め

て）本日迄登録がありません。ゴルフは現

在69名、車の駐車台数川9台、奥様は52名

というところでございます。奥様の方が多

いというわけではありませんが492名では

誠に困った数字でございます。皆さんもお

知り合いの会員がありましたら沢山勧誘し

て頂きたいと思います。

○規陸活動委員会　　　　　　中江　亮君

先回の例会でご承知のことと思いますが

安藤会長が第二次大戦中の勲功に依りまし

て勲五等瑞宝章を受章されましたので当ク

ラブの慶弔内現に依り、お祝いとして金一

封を贈呈します。

次に新穂光一郎君は温海グランドホテル

の設計を担当され、佐藤衛君が工事を担当

され無事見事に竣工されました。おめでと

うございます。

次に有名なゴルフ用品メーカーの美津野
ゴルフが東北大会を開催されました時に、

当会員の高橋正太郎君が見事優勝されまし

た。おめでとうございます。尚高橋君はこ

の次の大阪に於ける全国大会にも出場する

ことになっております。是非優勝していた

だきたいと思います。

次は只今お手許にありますロータリーの

友（9月号）の第6頁をご覧になって下さ

い。

年次地区大会の委員長をつとめられます

金井勝助君のお写真がのっております。大

会にご参加されます様との呼びかけの記事

ですがお写真から拝見しますと貫録充分で

又男振りも抜群であります。只今そういう

ことを兼ねてスマイルを頂戴致しました。

尚一言つけ加えて申し上げますが先般ガ
バナーの公式訪問の折に、当クラブはクラ

ブの大きい割にスマイルの活動が非常に鈍

く成果が上っていないのではないかという

お叱りを受けました。どうぞ皆様嬉しいこ

と、おめでたいこと等沢山あるかと思われ

ますので、よろしく自主申告をされ沢山ス

マイルを頂戴したいと思います。

○スマイルボックス

○ロータリー情報委員会

大川喜一君　張紹淵君　山本隆男君

1．手続に関する問題

帥　クラブの次期役員は次の所で研修を

受ける。

両　地区協議会
2．手続に関する問題

軸　ロータリーの公式機関雑誌の名称は

弼　「ザ・ロータリアン」。

3・その他の事項に関する問題

的　職業奉仕事例研究とは何ですか？

ぐう　実業または専門職業上で実際に経

験した問題。

1ロータリークラブ加盟国150f

ノーフォーク島ロータリーに加盟

ロータリーの国際家族に最近加わった一

員は、豪州シドニー港の東北方、太平洋上
に浮かぶ面積13．5平方マイルのノーフォー

ク島である。これによって、ロータリーク

ラブのある国および地理的地域の数は150

に達することになる。豪州の領地であるノ
ーフォーク島は、1，600の人口を有してい

る。ノーフォーク島ロータリークラブは

292地区の一部で会員数24名である。もし

あなたが一筆歓迎の言葉を贈ろうとされる
なら、下記クラブ会長宛に出されることを

お勧めする。
EdmundT．Lenthall，P．0．Box316，

Norfolklsland2899，Norfolklsland
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