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諸岡ロータリー
THE ROTARY CLUB
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三一
例会場　鶴岡市本町二丁目　ひ　さ　ご　や
例会日　毎遇火曜日　PM12：30－1：30

事務所　鶴岡市馬場町　商工会議所内
電話0235鋤5775

会　長　鈴　木　善　作

幹　事　高　橋　辰　美

紘ヶ、仙助
ロータリーの精神を塘るい起こせ

第776号　　1974．10．22（火）（曇）　No．17

㊥出席報告

本日の出席

会　　員
出　　席

出　　席

前回の出席
73・53％

60名

88．24％

欠　席　者

阿宗君、阿部（公）君、安藤君、張君、早坂
（徳）君、山本（隆）君、板垣君、金井君、黒
谷君、吉野君、小野寺君、三井（徹）君、斎藤
（信）君、佐藤（昇）君、笹原君、高橋（正）君
津田君、中野（清）君、菅原君

メークアップ

風間君一仙台北R・C
薮田君一新潟R・C
進藤君一酒田東R・C
佐藤（忠）君一酒田R・C
飯白君一八幡R・C
菅原君一福島R・C
阿部（公）君、海東君、新穂君、富樫君

一鶴岡西R．C

㊧ビジター

半田茂弥君、佐藤成生君、佐藤勤一君、
吉川善一郎、松田善三郎、工藤武樹君、
五十嵐卓三君、中沢秀雄君一鶴岡西R・C

争点　　鐘　12：30　鈴木会長

やロータリーソング　　我等の業い

⑳ビジター紹介　　S・A・A

⑳本日のゲスト紹介並び歓迎のことば　会長
ゲスト　鶴岡職業安定所所長小野寺氏

⑳会長報告
⑪幹事報告
⑳ゲスト・スピーチ

⑫各委員会報告

⑬ロータリー情報委員会

張紹淵君、山本隆男君、津田晋介君

主　題

（9平和への道。

（9ローターアクト委員会の任務。

㊥会員の種類の説明は。

㊥平和への道
ロータリーの国際大会で述べられた、古い
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サンスクリットの諺に「汝、隣人と会いて語

りなば、平和や訪れん」というのがありま

す。簡単な言葉ですが、その背後の意味は深

遠であります。私は、これをロータリーに対

する挑戦と思惟をするばかりでなく、ロータ
リーこそは文明の第一目的を達成する上に今

日、世界で最もふさわしい機構をもった団体
であると考えます。（ジャムジェドバーP・－

クリークラブのキシさん、インドビハル）

㊥ローターアクト委員会の任務
その使命は、4つあります。①は、ロータ

ーアクト・クラブを結成することでありま

す0②既にあなたのロータリークラブ掛昌の

もとに結成されている場合には、国際ロトク
リー理事会の採択した方針と声明に従って、

③ローターアクトクラブを指導し、④発展さ

せることであります。

㊥会員の種類の説明は

会員の種類は4つであります。（了は、正会

員と②シニア、アクチブ会員及び③バスト・
サービス会員と④名誉会員であります。－コー

クリー・クラブの会員は、職業別に分類され

た会員であります。シニア・アクチブ会員及

びバスト・サーービス会員は、以前は職業分類

を代表した正会員であった人が資格を認めら

れて、バスト・サービス、或は、シニア・ア

クチブ会員となったのであります。そしても

はやいかなる職業分類をも代表しているとは

見放されておりません。名誉会員は、職業分

類を代表いたしません。

㊥アデイシ己ナル正会員とは正会員は誰で

も、自分の所属する会社又は事業から自分と
同じ職業分類のもう一人を正会員に推薦する
ことができ、クラブはそれを正会員に選ぶこ

とができます。そして、その資格条件は正会

員のそれと同じであります。但し、彼を推薦
した正会員の正会員身分終結と同時にアデイ
ショナル正会員の彼も、自動的に身分終結に

なります。

各会員個人は先ず、第一に、彼が代表する

職業に関する情報を所属クラブに提供しま

す。次に、彼の職業界に、ロータリーの思想
及び情報を伝える責任を負うのであります。

職業分類とは、ロータリーが社会に対する

個々の独特な奉仕を明示するのに用いている

用語であります。職業分類は、各正会員（及
びアデイデヨナル正会員）に貸与されている

ものと考えられています。各ロークリト・ク

ラブは充頃及び末充填を明記した職業分類の
一覧表を作成し、整備しております。正会員

は各職業分類から1名ずつとしています。

⑳愛の古切手集

ネパール等では、毎年多くの人々が結核に

より死亡しております。今日の日本ではとて

も考えられぬことです。
この病は、贅沢病と言われるように大変お

金のかかる病気で、また、多くの病院と設備
が必要です。しかし、開発途上にある国々で

はこのような設備や費用は不充分です。

そこで、我々は、国連のユネスコを通じ少

しでも役に立てばと、古切手収集を始めまし　　）
た。この運動は以前から他のサークルでは行

なわれていましたが、まだまだ不足なので

す。一人を治療するのにB・C．Gl本当り古

切手300枚から500枚が必要です。

当クラブでは皆様の善意と協力によって古

切手を少しでも多く集め一人でも多くの人々
を救おうと立ち上がりました。皆さん、一人

でも多くの人々を善意と真心で救おうではあ

りませんかノ／どうか皆様、不用になった古切

手をこの箱に．′

愛の古切手収集にご協力下さい。

鶴岡ローターアクトクラブ

会長　大　中　敬　一

委員長

ロータリー会員各位

藤　　　晃

⑳社会福祉法人恩　恩　金

治革　大　要
昭和4・5・20　財産法人日本育児院の七窪分

院として五十嵐菩広氏が設立　、＿／
育児、養老事業を開始する

ク　8・8・1救護法の施行により、財団法

人日本育児院七窪分院から独
立して七窪思恩園と改称す

ク19・7・13　初代園長五十嵐喜広氏昇天す

ク21・10・1県有財産を無償で借受け、七

窪思恩園湯野浜分園を設立、
生活保護法による収容保護施
設として認可を受け養老事業
をなす

ク23・4・1児童福祉法による養護施設七

窪思恩園として認可される
ク23・12・27　七窪思恩園が全国優良社会事

業施設として天皇陛下より特

仕奉際国 委
佐

会員



別御下賜金を受ける
ク25・8・1財団法人七窪思恩園を設立認

可なる
ク27・5・17　社会福祉法人思恩会に組織変

更し、児童ホームを養護施設
七窪思恩園老人ホームを養老
施設湯野浜思恩園と改称する

ク33・2・15　養老施設湯野浜思恩園を現在

地の国有地を借用し、新築移
転する

ク38・8・1老人福祉法施行につき養護老

人ホーム湯野浜思恩園と改称
す

ク43・12・27　定款を大巾に改正し、理事会

を執行磯関に評議員を決議機
関として厚生省の認可を受け
ると共に財政の立直しをほか
る

ク47・1・1湯野浜思恩園食堂、霊安室、

静養室、娯楽室の増築工事及
び納骨堂の新築工事竣工す

ク48・3・26　七窪思恩園々舎全面改築工事

竣工す
ク48・4・29　湯野浜思恩園が全国優良施設

として天皇陛下より特別御下
賜金を受ける

㊨不況下に於ける雇傭状況について

鶴岡公共職業安定所長

御承知の通り安定所は求職者と求人者との
間をまとめて行くのが業務になって居ます。

別表を御参照下さい。

庄内地方の求職者は約31，000人、求人は管

内15，000人、県外31，000人、計46，000人に対

して約紙が就職していることになります。最

近の状況は求人が相当に落ち込んで来て居ま

す。今年は6ケ月すぎましたが、此の6ケ月
の対前年度比をみると、県内求人では9月ま

で4，730名、今年度は3，249名（69％31％減）特

に常用の求人は2，719に対して2，252名で82．2

％で約20％減となっています。従って就職を

する者も落ち込み、就職件数は4，051に対して
3，660名で90％で10％の落ち込み状況です。

次に学校（中学、高校）の状況を申し上げ
ます。

昭和48年の実績では1，385名に対して今年

度は273名で相当に減少しています。県外は
3，063名、今年度は2，082名、合計すると昨年

度が4，448名に対して今年度は2，355名で中学

の求人に就いては52・9％となり前年度比で約

半分と云うのが実状です。但し中学の場合は

雇傭状況がそのまま反映する訳ではなく、元

来就職者が少く、求人をしても採用出来ない
のではないかと云う前例も響いているようで

す。高校は昨年度5，883名、今年度は2，258名

で県内については約半分となります。県内で

は5，883名に対して今年度は2，258名で県内で

は約半分、県外の場合昨年が56，712名に対し

て今年度は47，704名、合計すると62，595名に

対して今年度は49，962名、79・8％で高校につ
いてはあまり求人は減少していない様でその

原因は県外求人数のためで、県内に於ては約

半分になって居ます。

就職者の状況について申し上げます。中学

校の場合県内119名、県外103名、合計222名

参考までに今年度の就職希望者数は135名で

希望者数も対前年50％となっています。

高校について県内就職者1，313名、県外1，7
69名、合計3，082名になっています。今年の

希望者数は酒田が1，338名前年度比88％、鶴

岡は1，538名で大体昨年と同程度、合計する
と2，876名が就職希望者です。昨年比93％と

なっています。学校卒業者に対tてほ不況の

場合でも出来るだけ新規の労働者を雇傭しよ
うと云うのが各社の持っている考え方で、従

って不況が出て来ますと一番最初に影響する
のは、時間短縮、残業カット、最近の状況で

すと週休3日の事業所もあるやに聞いていま

す。この様な種々の手を打っても効果が無い

ときに、新規採用を取り止めるのが実状の様
です。

学卒が大きな影響が無いと思われますが求
人が減って来ると云うことは、選択の余地が

狭くなって来る訳で、この点については新卒

者も影響を受ける訳です。
尚、失業保険給付状況については別表を参

照して下さい。

一般職業紹介状況

蒜＼讐讐酒田l鶴可竺＿
十・∴　ニー　∴∴

求牒肇蓬金工や禦上土聖上豊讐
人 謡露＝孟莞l完漂■詔莞
就1就賢覧警

うち常用
県外就職

うち常用

2，738」旦800」＿＿塁鱒



学校卒業者の職業給介状況

妄盲＼＼＼讐竺別座田r鶴岡

中　学　校1　16

同上卒業生ト　2．767

高等学校

23】　　39

3，219r　5，986

同上卒業生12，87912，830】5，709

藩閥
1，114

1，693

（千田5う巨1，330）
1，641r　2，807

訝誰

計　11，525

⑳1・（）内は昭和49年度の求人数で

ある。
2・県内就職率　中学　53・6％

高校　42・6％

失業保険給付状況

霜＼＼＼讐竺酒可鶴岡【計
適用事業所数

被保険者数

初回受給者数
一般保険金

真二＿▼革．一腰

日雇　ク

「面面責‾虔‾奄
∃　支　給　衝

1，229

25，770

6，811

千円

∴‥∴∴＝一十二
／ク

1旦ヱ与野】4，172l＿」卓二ヱ塑

47，9品I48，4品

自＼二軍讐「靂」音1盲竜‾「寺
出かせぎ者数13，30019，463

うち職安紹介1　44711，846

失保壷給老数l3，216と　6，50319，719

失業対策事業の状況

讐禦。l酒田極可　計
事　業　主　体

紹介対象者数 霊l一一三

スピーチ等には要旨で結構ですので、

原稿を会報委員会にお渡し下さいます様

重ねてお願い致します。御協力下さい。


