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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　安藤定助　幹　事　小松広穂

QTimebr爪〈tion
「今　こ　そ行動の　と　き」

醗攣

郷土の民芸品
いづめこ人形

○出席報告

本日の出席

会　　員

出　　席

出　　席

前回の出席

欠　席　者

阿宗君、山本（正）君、高橋（良）君、佐藤
（衛）君、中野（重）君、嶺岸君、三井（徹）君、
三浦君、菅君、小野寺君、斎藤（栄）君、斎藤

（信）君、鈴木（善）君、笹原君、佐々木君、津
田君、富樫君

メークアップ

中江君、中野（清）君一酒田RC

山本（隆）君一温海RC阿部（公）君、高橋

（良）君、小野寺君、高橋（正）君一鶴岡西
RC

Oビジター

工藤武樹君、太田毅一君一鶴岡西RC

○点　　鐘　　　　　　　　安藤会長

○ロータリーソングの「我等の生業」

○会長挨拶　　　　　　　安安藤会長

本年上半期最後の例会でございますので
感謝の念をこめて一言年末のご挨拶を申し
上げます。

光陰矢の如しとか、ロータリー年度もは

や半年を終わろうとしております。顧れば
7月会長の重任を負托され不徳非才も顧み

ずその任に立ってRI会長並びにガバナー
の意を体し憶面もなく方針、目標等を提示

し、理事会のご承認のもとに皆様のご協力

をお願いし、新年度の活動に入ったのでご

ざいますが、既に活動計画立案の時点より

正にRI会長のターゲット「今こそ行動の

とき」そのまゝに猛烈な活動が始まり、日

を追って地区大会が近づくやその活動は愈
々目覚ましく当クラブ創立15年の試練とも

云うべき地区大会も大成功裡に終了するこ
とが出来ました。その他S．A・A、出席奨

励、会報、親睦、ロータリー情報、プログ
ラム、インターアクト、ローターアクト、

青少年、社会奉仕、国際奉仕、ロータリー
財団等の活動成果は注目に価いするものが

あり、総じてクラブに素晴らしい活力と友
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和親睦の気が濡って参りましたことはご同

慶に堪えないところでございます。

石油危機、物価高、物不足、金融引締
め、電力制限等々の非常時態下に送る年、

迎える年、普ならぬ苦難の多いことゝ思い

ますが、今こそロータリアンの行動のとき

と存じます。後半年は一層の活動に努めロ
ータリアンの真価を発揮したいものと存じ

ます。

どうぞ皆さん苦難にめげず新たなる抱負
をもって、ご健康で越年され、新年を迎え

られます様お祈りいたします。

○幹事報告　　　　　　　　小松幹事

1．会報到着

柴田RC　鶴岡西RC

2．例会変更

ィ、酒田東RC

と　き　1月10日18時

ところ　相馬異
ロ、酒田RC

と　き1月9日18時

ところ　六　　助

3．認承状伝達式

ィ、淡路北RC

と　き　昭和49年4月13日13時30分

ところ　明石市民会館
登録料　7，000円

ロ、鶴見北RC

と　き　昭和49年3月24日

ところ　慶応義塾　日吉高校食堂

登録料　7，000円
ハ、丸森RC（宮城県伊具郡丸森町）

と　き　昭和49年4月14日

ところ　丸森町丸舘中学校　体育館
登録料　7，000円

4・池内さんの奥さん（俊さん）より不幸

に際してのお礼状が参っております。

○職業奉仕委員会　　　　　佐藤忠君

職業奉仕委員会の仕事として事例研究が

ありますが、今日は環境問題とか公害問題
特に最近になりまして色々な危機、姐
雌覿j史を追う色カな
不安の問題があ＿りますが、そういう問題に

野tここ我々‾占－クリアンはどう対処してい

くかという事を取り上げて見たいと思いま

す。それで危機、節約、不安という言葉を受
けて我々はどの様に感ずるかということを皆
さんから放談的に発言して頂きまして討論を

やって見たいと思います。

先般ガノミナースレーク一に載っておりま

した事務総長の書翰の中にもあ′り　ました

し、最近の危機問題は新聞、ラジれ　テレ
ビ等でも報ぜられておりますが、資源が有

限であることは余程前から学者が言ってお
った事であります。最近は特に石油問題か

ら端を発しまして総ての資源というも．のに

っいて改めて見なおされて釆たわけ雇ござ

七、賓す。、－

先程の3つの言葉について私かヅプバッ
ターになりまして常’日頃考えていることを

申し述べますが、その次に金融関係の立場
から田中さんに5分間位のスピーチをお願

い致します。次に建築問題も色々あります
ので新穂さんにお願い致します。次は紙も

最近大分曙がれておりトイレットペーパー

だけではありません。色々な新聞紙、本等

にも関係あると思いますので小池さんにお

願い致します。それから時間がありました
ら海東専務から色々とこれからの商工業界
の問題と危機問題についてお願い致しま

す。尚、時間がありましたらその他の方も
ご自由にお願いしたいと思います。

私節約ということについて考えて見ます
と最近と我々子供の頃とでは物の考え方が

大分遣っていると思われます。我々の子供
の頃は親から「勿体ない」という言葉をよ

くきかされました。例えばご飯は茶碗の中
に一粒でも残っておったら勿体ないから全

部食べなさい。或は飯台の上にこぼれてお
ったご飯でも全部拾って食べなさい。私は

田舎の生れですので皿迄全部舐めなさいと

教えられたものでございます。

最近トイレットペーパーがないと騒がれ

ておりますけれども実際は無いのではなく

て買溜めが多いと言われています。物の不

足ということは商社の買溜めでなくて、消

費者の買溜めが相当影響しているとも言わ
れております。うちの娘が神戸におります

がその娘から電話が釆まして「正月に砂糖

を食べたいから送って貰いたい」というこ

とで少々送ってやりましたけれどもそれは

こういう事でした。スーパーの前に3人位



固まっていると「何だ何だ」と周囲の人が

皆集って来るんだそうです。そしてアッと
いう問にその商品が売切れてしまうという

事を言っておりました。

でもそんな事位で私達子供の頃を考えて

見ればまだまだ節約も出来るし、そう今の

世の中を不安に考える程のこともないと思
います。たゞこれを何時迄耐えればよいの

か分りませんが、最近は石油を2倍にも値

上げするそうですけれどもこれが物価にど
の様に影響して来るか問題であります。そ

れでも無駄をなくすればまだまだ豊かな生

活が出来るんじゃないかと考えます。

私うちの従業員に「必要なものはケチケ
チする必要がない、たゞ無駄が沢山ある筈

だ」と言っております。例えば新聞に広告
のチラシが沢山入って来るので、その裏の

白いところは全部メモ用紙に使いなさいと
いう事はずうっと前から言っております。

電気もいらない処にはつける必要がないが

、又必要な処にはケチケチする必要はない
という風にはっきり分けてやれば全体的な

無駄は相当はぶけるのではないかと考えて
おります。

ケチとは非常に合理的なもので、今の不足

というものは無駄を除くことに依ってある

程度は不安感を抱く必要がないではないか
と考える一人でございます。

1．金融機関の立場から　　田中晶英君

今私自身銀行の支店長としての心境を申
し上げますと、朝銀行に出て参りましたら

どこかお客さんのうちにいって一日中お茶

を飲んでいたい気拝です。なるべく窓口で
お客さんに会わないで、お客さんがお預金

を持って来るのを待っていた方がよいとい

う心境なんですむ

その理由について申し上げて見たいと思
います。現在日銀の窓口規制というのが3

ケ月毎に行われておりましてそれが各金融

機関の総体の自主規制ということで、あな
たの銀行の融資量はこれだけに押えなさい
ということで来るわけです。これが各銀行

に釆ますと各支店に割当になり、お前のと
ころは5，000万円だとか1億円だというこ

とを3ケ月間の増加の中で押える様に指示

されるわけです。その金額を押えるのは兎

に角として、こそに加算して来るのが例の

第5次公定歩合の引上げに依る金利アップ
ということであります。聞く処に依ります

と1月4日から都市銀行で適格手形を割引

きする際の最低適用金利が9・25％を適用す
ることだそうです。そうしますと私共の皆

さんから頂いております金利を一体幾らに

しなければならないだろうかという事を計

算して見ますと、実際都市銀行並びにやり
ますと10％以上頂かないと飯の食い上げと
いうことになるわけです。それで成るべく

貸付のお客さんに会いたくないというのが

支店長商売の一番つらい処だろうと思いま

す。

処が金を貸さないから金を集めなくとも
よいかというとそうではなく、各銀行では

集めないとお前には明日から月給をくれな
いという風に支店長クラスにハツパをかけ

ているだろうと思います。今申し上げまし

た様に量的に規制されて参りまして現実私

共の指導されておりますのは不動産業者に
対する貸付、商社に対する貸付、不要不急
のものに対する貸付は全部まかりならんと

いう事で、これから出て来るものに対して

も設備資金等については－切出すなという

指示が来るんじゃなかろうかと推測されま

す。それから最低適用金利は9％以上を適
用させようということで今後は従来お貸し

申し上げた金利についても1％になります
か2％になりもますか個々の事例に依ると思

いますが引上げを今の中から予約をしてお

けという様な指示が来ておりますので、量

的な面と金利の面から相当引締めが強化さ
れるだろうと考えています。

年の瀬で大変あわたゞしい中又気分の嫌
な話ですけれども来年度になってそんな話
がなかったという風になってくればいゝん

ですけれども当分続くのではないかと思わ

れます。これからの各企業は益々合理化な

り何なりを進めていかないとそういうこと

を消化出来ないのではなかろうかと考えて
おります。出来る限り私共だけでなく各金

融機関もそうだろうと思いますけれども、

特にロータリーの方々に対しては精一杯の

ご協力を申し上げたいと考えているんじゃ

なかろうかと思います。「もので駄目なら

心で」という事で終らせて頂きます。



2．建築関係の立場から　　新穂光一郎君

今田中さんのお話をきいて改めてガヅカ
リ致しました。私自身としましては来年あ

たり苦しいということをシビアに考えてお

ります。というのは来年一年仕事をしない
で一年間位は銀行さんで食べさせて呉れる

んじゃないかというさゝやかな希望を持っ

ておりましたけれどもそう締められて釆ま

すと寝ていても食えないし、だといって我
々に物があるわけじゃないんです。要する

にハウツーとかアイデァーとかいうものを

生意気に売っておりますのでその点で一寸

容易ならざる状態だということを考えま

す。

実は此の間酒田である建物の入札をやっ
て見たんですけれども、私10数年この商売

をやっておって初めてなんですが、業者が

全部ご辞退申し上げるということです。昔
はお金が合わないからということで例えば

うちの見積りでは1億5，000万円だけれど

も予算が1億だから5，000万円の差ではと

ても間に合わないからやめるという事はあ

ったのですけれども今は全く値段が出せな
いという事なんです。それで今の値段でい
ゝじゃないかと言うと、値段そのものにス

ライド制を採用して呉れるのならやっても

いゝけれども何時物価が上るか分らないか

ら仕事はやれませんp下請けに見積りを出
しても下請けは絶対幾らだと言ってよこさ

ない。ですから8社共全部ご辞退を申し上

げるという様な事になりました。非常に悲
しい事象だと思って見ております。

ですから業者にお願いしてスライド制を

採用しますと、施主の方が大体この位で出

来ると予定していたのが5割増とか2倍だ

とかと高くなれば、矢張り建物というもの

は採算制を考えて造ると思いますので、そ
の場合は施主に対して申し訳ないという風

な考え方です。

よくよく考えて見ますと建築材料という

ものは全部石油がらみなんです。それで石
油に関係のないものはないかと一生懸命考

えたんですけれども、例えば材木なんかは

関係ないと思ったら矢張り船の油がないか
ら外材が来ない、釆ないから当然和材が上
るという様な悪循環を繰り返しておるわけ

です。中には必ずしも品不足ということで

もないらしいんで売り惜しみとか、ストッ

クオーバーとか色々やっておるらしいの

で、せめてそういう操作がなくなれほいゝ

と思っております。

私共としては結論めいておかしいのです
が来年の仕事は恐らく不要不急のものとか

設備投資がないという事で、要するに建築
をやめろと言うことだと思います。だから

設計屋とか建築屋は首をくくれという事と

同じなんで恐らく来年度はもう急激に仕事
の畳が減ると思います。それで食べる為に

は借り入れを起して、その中何時か良くな

るだろう、ほんとうにビションがなくて申

し訳ないんですけれども、何時か、何処か
で、何とかなるだろうという様な非常に情

ない見通しを持っているというのカき現状で

あります。

それで人に依っては3月、4月頃には少

くとも安くなるとか高くなるというのでは

なく、見通しがつくのじゃないかという嘘
の様な本当の様ないゝ加減な事を言ってお

りますのでそんな言葉を頼りにしているの

が現情であります。

3．紙使用業者の立場から　　小池繁治君

ご指名ですからお話申し上げますけれど

も私紙屋でないので紙の事については皆さ
ん新聞でご覧になっている位の事情しか分

りませんが、紙は資源と今の電力事情とい

う事のダブルパンチを食らっておりまして

恐らく生産量は3割減、或は物に依って4

割減位になることは必至だと思います。

たゞ我々商売として取扱っておる本とか雑

誌というものは全く生活必需品でないとい

うことです。ですから不要不急のものはな
るべく造るなという事になったら一番最初

に槍玉にあがるのが印刷物だと思います。

私はこう思っていますが、物を豊かにす

れば人間も豊かになったんだという錯覚に

とらわれていたのじゃないかという事で

す。我々は戦前戦後にかけて欠乏した時代
が非常に長かったものですから物が豊富に

あることが如何にも人間の生活自体が豊か
になったという錯覚、これを生産に携わる

人もそうでしょうし、世間挙げてそういう

錯覚を我々に起させたものじゃないかと思
います。例えばレジャー指向にしても、或

は出版物に向けられる目も旅行あり何かそ



ういう物の方に向けられて行ったのだと思
います。ある英国人が言っておりますけれ

どもレジャーの一番楽しいのは何も混み合

う電車で観光地に行くことでもなく自分の

造った庭でロッキングチェアを持ち出して

推理小説を読むことなんだそうです。何か

価値感というか、それの転換をやらないと
つまり資源におんぶしていると何時迄経っ

ても人間は豊かな生活にならないんじゃな
いかと思います。その転換をする為に本を

読んで呉れというのは一寸おかしいんです

けれども、結局「ものが駄目なら心で」と
田中さんは言っておりましたがその内容を

受取って箕う余裕といゝますか、不足な中

でその余裕を持って頂く為の良い出版物、
そういうものに指向というものがどんどん

変って行くのじゃないかと思われます。

実際問題としてこれは必要悪でしょうが
エロ、グロの様な出版物が可成りあるわけ

です。でもそれは決して人間を豊かにして

いないと思いますので、先ずその辺から少

し親制して貰えば恐らく20％位の倹約が可

能だろうと思います。

それと同時に考え方として頭の中がからっ
ばになれば豊かでないだろうし、どこも豊

かでなかったらせめて頭の中位は豊かにす

るお手伝いをすればいくらかよいんじゃな
いかと思っております。

4・商工会議所の立場から　　海東与蔵君

商工会議所の立場から何かというお話があ
りましたが皆さんの今迄のお話をうけたま

わっている通りでございましてお先の明る
い話は何もない様でございます。政府も短

期決戦ということで49年度の予算もそうし
た方向でやっている様でございますし、た

ゞ夫々の立場で私は商売の方では生活必需

物資を取扱う面ではそう大した事もないと

思いますけれども、要するに商業といわ

ず、工業といわず、或はサービス業といわ

ず総てが一歩後退しなければならないもの
だと思います。

たゞこの間東京部品、泉自動車等の進出
して来る企業の社長或は専務等にお会いし

まして計画変更等あるかどうか色々きいて

見ました。そうしたらその物に依っては幾
ら石油を制限されてもそう商売に影響がな
いという様なお話がございまして、まあそ

ういう商売もあると思いますけれども、少
くとも製造業であれば現在量がお先見通し
つかずいくら高くなるのか、いくら下って

行くのか分らないわけです。

又商売にしましても先程の小池さんの話

或はその他皆さんの話にありました様に物
の値打がどの程度どうなるか分らないとい

う事は総ての事業に見通しがたゝないとい

う事だと思います。まあ政府は46年度の方
に戻って行くんだ、或は42年の時期迄戻っ

て行くんだという風に言っておりますけれ

ども、実際は石油に端を発した物資の制限

という形については、我々が42年の頃を考

えて見た場合にそう不自由な生活だったと

は思いません。46年にしましても当然な事
でございましてそういう事を考えて見ます

と要するに節約を美徳とする形に、今迄消

費を美徳としたのを廻れ右致しまして、そ
ういう風に物を考えて行かなければならな
いと思います。

従って電力が節電しなければならないと
するならば週休2日の線に踏み切るという

方法もあるでしょうし、さまざま夫々の企

業で英知を出し合ってやって行かなければ
ならないと思います。

何れにしても皆さん始終新聞、テレビ、

其の他でおきゝになっている通りにお先は

見えないんで、たゞこれが長く続かないで

半年位で落ちついて頂けばと願うだけでご
ざいます。どうもとりとめのない話になり

ましたが先の暗い年になりそうでございま

すので、そういう時こそ夫々の企業が地に

足をつけた形でしっかり樺を締めてかかっ
て行く必要があると思います。

5・結　　び　　　　　　高橋辰美君

まだまだ発言されたい方もいらっしゃる

かと思いますけれども又の機会に時間を］頁

きまして皆さんの自由な発言の場で、今日
の非常な不安と言いましょうか或はこうい

うパニックの状態の中で先程の田中さんの

話じゃございませんけれども「物より心」



と、その心の触れ合いでお互いの和やかな

生活の危機といいますか、職業の危機とい
いますか、そういうものをなごやむ様な方

向に持って行きたいものだと思います。

私の私見でございますけれども日本人と
いうのは世界的に有数な有能な人種でござ

いまして、今日迄私も人生まだ洗いのです

けれども色んな話題の祖先が、先輩が、或
は同僚が成功した中で考えて行きますと、

平和な安泰な中では人間の進歩は生れて来
ない様でございまして、むしろ人間という
のは悲劇のどん底に突き落された時或は大

きな壁にぶつかった時初めて人間が、人間
としての英知をそこで発揮して素晴らしい

次の新しい社会を造って行くものだと思い
ます。

我々の政治家も一生懸命やっていてくれ

てるでしょうし、或は大企業、或は皆さん

も夫々の職業の分野に於て、今迄の流れの

中で将来を見通すということでなしに、こ
こで新しい方向、新しい物を生み出す、そ

ういう様な時代になって来るんじゃなかろ

うかと思われます。

石油に致しましても限度がございますの
でこれをこの慶石油事情が良くなっても必

ずしも日本列島石油浸しという様な従来の

状態では到底ゆけないと思いますCそこで
これに変るべきェネルギーを考えなければ

いけないでしょうし、現在量が少なければ

今使っている現在量というものの方向を変

えて何かそれに変るものという風なアイデ

ァーといいましょうか、考えといいましょ

うか、そういうものの方向転換をしない限

り今後従来の流れだけを或は昔の夢だけを

追ったんでは非常に悲観的な将来が生れる
だけだろうと思います。

どうかそういう事でより一層今日の状況の

中で皆さんの職業が益々栄えて行かれる様
に、英知を以て急難を打開して頂く様お願
いして終りたいと思います。

どうも有難うございました。

○ロータリー情報委員会示説板

山　本　隆　男　君

1・一般質問

35　次期クラブ会長及び幹事は何故地区

協議会に出席しなければならないので
すか？

それはその人達が教えを受ける学校であ
ると同時に、地元並びに地区の計画と目

的を検討し合うものであるからです。こ
の協議会は、クラブの管理を成功させる

上に非常に重要でありますので、出席す
る義務を受諾することをこれらの役職に

選ばれるための前提条件とすることが強
く勧告されています。

2，一般質問

36、地区大会とはどんなものですか？

地区大会は各地区に於て地区ガバナーと
地区内の過半数のクラブ会長との合意によ
って決定された日時及び地区内の場所に於
て開催されるものであります。

但し其の開催日は地区協議会、国際協議会
又は国際大会の開催日と同一であってはな

りません。

地区大会の目的は、親睦、感激を与える講
演及び地区内の問題、並びに国際ロータリ
ー全般に関する問題についての討論を通じ

てロータリーのプログラムを推進するにあ

ります。
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