
第253地区鍔周ロータリークラブ第1530回例会会報1989（平1．11．7）（天候而）

例会場　鶴岡市馬場町　産業会館5階ホール　　例会日　毎過火曜日　午後12‥30～1：30

出席報告：会員89名　出席60名　出席率73．33％　前回出席率66．67％　修正出席数72名　確定出席率86．67％

（至二亘ココり
高橋良士君

第5回定例理事会を午前11時30分より開催いた

しましたので御報告申し上げます。

1）．本年度都市連合討論会（Ⅰ・G・F）

11月25日（土）ホテルリッチ酒田で開催され

ます。

テーマA「ロータリーを楽しむには

如何にあるべきか」

アドバイザー　小池繁治君（鶴岡RC）

モデレイター　田宮長二君（温海RC）

テーマB「地区分割に伴う“クラブ拡大”
“会員増強の必要性”について」

アドバイザー　伊藤政一君（酒田RC）

モデレイタ一　丸市定治君（酒田中央RC）

御出席の会員にはテーマを充分御検討の上、

活発なディスカッションの出来ます様、御準

備いただきたいと存じます。

2）．本年度年次総会は11月28日に開催することと
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いたしましたので、衛欠席のないようにお願い

いたします。

3）．ガバナー公式訪問

11月28日の予定でありましたが、村上ガバナー

御病気のため延期となり、明年になる見込みで

あります。

4）．女性会員入会

この件に関しましては、すでに申し上げました

村上ガバナーよりRI理事会よりの報告として

入会の賛否はクラブ理事会で決定するようにと

の意向がありましたが、アンケートによる賛否

と御意見を、更にクラブの諮問機関でもありま

すクラブ協議会で充分御意見を拝聴し、本日の

理事会で規定審議会の決定の如く女性会員の入

会を認めることといたしました。但し反対意見

16名が御座いましたので慎重な御推薦をお願い

申し上げます。

5）．会員増強の対応

本年度のクラブ活動計画では10％を目榛として
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会員増強をお願いしておりましたが、現時点で

は目棟にはほど遠いようでありますので、会員

増強委員会、職業分類委員会、合同のミーティ

ングを11月14日に開催いたします。又、会員の

皆様方にも新会員の御推薦をよろしくお願い申

し上げます。

6）．姉妹クラブ台中港区ロータリークラブとの盟

約

明年2月12日に決定との意向を打診して参りま

したので近日中準備委員会を開催いたします。

7）．鶴岡工専インターアクト退会

工尊では本年度も解散の件会員が全くおらず活

動不可能のため顧問教師松田先生より休会との

連絡をいただいておりましたが、RI東京支局

より休会、即ち解散であるとの指示があり退会

届を提出する様にとの要請がありましたので今

回、誠に残念ながら退会の止むなきに至りまし

た。

8）．先週、最長老会員の鈴木善作さんより退会届

がございました。御高齢を理由に退会を表明さ

れましたが、本日の理事会で受理いたしました。

鈴木さんは第16代会長として大変クラブ発展に

貢献されました。11月3日には満89才の誕生日

を大変御元気で迎えられました。明治33年、

1900年のお生れで御座います。益々御元気でお

過ごし下さいます様会員一同心よりお祈りする

次第で御座います。

（幹事報告‾）
佐々木詰彦君

1．来信・通知

①10／31鈴木善作君から退会届け

②11／21990年2月12日の続盟についての伺

い　台中港区R国際奉仕・李　吉村

③11／2　ローターアクトニュースRI日本支

局

④11／6　アクティング・ガバナーの推薦

PG　九里　茂三　氏

ガバナー事務局

⑤11／6　ポリオプラス表彰　　ロータリーの

友11月号・ここが見どころ

2．例会変更

酒田東クラブ11／16（木）職場訪問のため

場　所　　荘内証券2F　点鐘12：30

登録料　1，500円

（重奏妻亘巨章二）

「民力指数からみた県内経済の動き」

本日は貴重な時間を

賜りありがとうござい

ます。

山形銀行の店舗は、

鶴岡市内に五か店あり

ますが皆様方に平素格

別のお引立をいただい

ておりますことまこと

にありがたく厚く御礼申しあげます。

私の話しのテーマは甚だ固いテーマでありまし

てお手元にお配りしました資料もやたら数字ばか

りで恐縮です。本県の44市町村を経済的側面から

指数化して概観するとどんな風になるのかという

小　閑　正　洋　君

軽い気持でお聞きいただきたいと存じます。

民力とは生産・消費・文化などの地域住民が持

つエネルギ「を総合的に捉え、それを都道府県、

市町村単位でみたもので、全国ベースのものは、

朝日新聞社から出ております。

私共の銀行では、県内市町村について地域経済

の特性や地位とその時系列推移を投影することを

目的に昭和41年を第1回として、2年毎に本調査

を行っており、今回ご報告分は第11回目分に当た

ります。これだけ息の長い調査はめずらしく、継

続することにこの種の調査は意義があると思って

おります。

予めお断り申しあげたいのは当行の調査は地域



の経済力判断に重点を置いた指標を採用しており、

生活文化面の指榛は広域圏として考察するほうが

ベターであると考え採用していないということで

あります。

また、時間の関係上ポイントだけの解説となる

ことをお許しください。

まず採用している指榛は全体で17指標です。

0基本指数（人口、総所得金額等6指標）

0産業活動指数（農業粗生産額、工業製品出荷額、

年間商品販売額等5指標）
0消費指数（小売販売額、売り場面積等4指標）

0金融指数（預金、貸出金2指標）

指数の計算手順は、各指標について市町村別の

県合計に対する1，000分比を求めその単純平均に

よって算出してますが、産業活動指数は生産所得

関連3指標については、1次、2次、3次産業の

構成割合で加重平均しております。

時系列の検討は長期的には62年と53年の対比、

中期的には62年、57年対比でみていただきたいと

存じます。

この間日本経済は低成長から安定成長へ移行し、

また社会の成熟化、国際化、情報化など構造的変

化が進行したと言えます。加えて60年9月のプラ

ザ合意に端を発した急速な円高の進展がありまし

た。

こうしたなかで本県ではどのような変化がみら

れるか、各市町村の相対的な位置、特性を客観的

に把撞することで事業展開や、マーケッティング

活動あるいは地域発展の方向を探る手掛りになれ

ばと思っております。

総合指数では、62／53の地域別では村山地域以

外は3地域とも低下しており、57／53、62／57い

ずれも低下しているのは最上地域と庄内地域であ

り、市町村別では山形、洒臥鶴岡、米沢の4市

で県全体の総合民力の50％（4市の人口は県全体

総合民力指数と一人当たりの民力

の43％）を占め、13市合計で76．7％を占め、かっ

市部のウエイトは年々高まっています。

また、山形、天童、東根が大きく伸びている反

面酒田、鶴岡の低下巾が大きく、その他の市は桟

這い傾向です。

1人当たりの民力水準は、全県水準（＝100）

を超えるのは山形（125．8）、酒田（114．7）、長

井（109．1）、新庄（107．3）、米沢（105．6）、鶴

岡（105．4）、天童（102．9）の7市のみです。逆

に低いのは、舟形（58．7）、羽黒（64．6）、平田

（65．1）、大蔵（65．9）などです。

なお、1人当たり民力指数は総合民力が増えな

い市町村で人口減少に伴い増加する場合もある訳

です。

以上、考察した民力調査には、採用指榛の制約

からくる種々の問題があり、地域の総合力を正確

に投影しない面があること、また細分化された行

政区画では捉え難い面があることを踏まえて、必

要に応じた読み取りが必要と考えます。

例えば、金融指標等は当該市町村住民だけの預

貸金ではないことから、市部で高く、郡部で低く

算出されること。あるいは観光収入額等は対象指

標に入っていないことから羽黒町等の指数は実体

より低く算出されることになります。

また鶴岡市およびその周辺地域においては、県

内随一の観光資源、恵まれた自然、歴史と伝統に

支えられた香り高い文化等を有しておる訳であり

まして、こうした本日の民力指数には現れない分

野こそ、今の時代の価値観として大切であること

からこれからの発展のポテンシャルの最も高い地

域であると考えます。その意味で庄内空港の開港

を目前に控えた当地域としましては多面的な考察

のうえに、来たるべき発展の機会を捉えていく必

要があると考えるものであります。

総　合　民　力　指　数 �����一　人　当　た　り　の　民　力 

53年 �57年 �62年 �57／53 �62／57 �53年 �57年 �62年 �57／53 �62／57 

山　　形　　県 �1000．0 �1000．0 �1000．0 �0．0 �0．0 �100．0 �100．0 �100．0 �0．0 �0．0 

村　山　地　域 �466．1 �473．9 �480．6 �1．7 �1．4 �105．3 �105．7 �105．8 �0．4 �0．1 

最　上　地　域 �71．7 �71．6 �71．5 �▲　0．1 �▲　0．1 �84，8 �86．3 �87．3 �1．8 �1．2 

置　月易　地　域 �193．1 �191．6 �192．6 �▲　0．8 �0．5 �94．4 �94．7 �95．5 �0．3 �0．8 

庄　内　地　域 �269．1 �262．9 �255．4 �▲　2．3 �▲　2．9 �100．4 �98．7 �97．4 �▲　1．7 �▲　1．3 



（退会のご挨拶）
鈴木善作君

お世話になりました。

クラブに入会して何年

になるかわかりません。

この通り年がいきまし

た。数えの91才です。

明治33年11月生まれで

す。仕事は家で番頭の

ようなことをして、あ

まり難しいことには関

係しないことにしています。

皆様もどうぞ丈夫でお過ごし下さい。大変どう

もありがとうございました。

（二亘亘車重享〕
板垣俊次君

年間皆出席

27年間皆出席　　新　穂　光一郎君

11年間皆出席　　藤　川　享　胤君

2年間皆出席　　日　向　一　男君

10月100％以上出席　　　20名

175％・・・新穂君

150％・・・市川、松田、嶺岸、佐藤α厩）、

佐藤（衛）、佐々木、高橋（良）、丹下、

高田、忠鉢、富田（利）

125％・・・秋野（昭）、阿部（信）、御橋、

奥野、佐藤（忠）、鈴木（茂）、鈴木（撃）

碓氷

100％出席　　阿蘇君　他40名

（森睦委員会）
中沢　　進君

11月会員誕生

藤　川　享　胤君　鈴　木　善　作君

富　田　利　信君　佐々木　志　彦君

毛　呂　健　士君　斎　藤　庄　治君

来　港　憲　宣君　丹　下　誠四郎君

皆　川　光　吉君　村　上　龍　男君

佐　藤　　衛君　秋　元　順　雄君

奥様誕生

飯　野　美　和様

富　田　洋　子様

富　田　とし子様

丹　下　せい子様

⊂亡アイ‾一亘）

上野三郎君11月3日、百万石祭りパレード

無事終りました。好天に恵まれ

たこと、吉野さんからミスと一

緒の写真を頂いたこと、荒井さ

んからオープンカー3台を好意

で貸して頂いたことに対してス

マイルします。

高橋　登君11月5日、全国の観光地クリー

ンアップキャンペーンに由良海

岸の清掃に行ってまいりました。

好天と52名の参加を得て成功に

終りましたので。

富田利信君　ハイビジョンで大相撲をご覧下

さい。

・期日11月12日（日）～19日

（日）午後5時～6時
・場所　マリカ西館2階ホール

「砂かぶり」で見るのと同様で

す。ぜひおいで下さい。

佐藤順治君　私の家内が20年前から目が悪く、

先月16日入院、手術し、今月1

日に退院しました。とてもよく

見えると喜んでいます。

（で「ジタ二〕

佐　藤　　　憲君（鶴岡東RC）

阿　部　興　二君（　〝　）

21（火）のプログラム予定

ゲストスピーチ

鶴岡市土木課長　妻　板　恭　助　氏
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