
点鐘 

合唱     手に手つないで 

ゲスト紹介  なし 

ビジター紹介 なし 

□会長の時間        吉田  努 

みなさんこんにちは。 

先週はガバナーをお迎えしての公式訪問ご協力ありが

とうございました。参加していただいた会員の奥様にもよ

ろしくお伝えください。 

さて、公式訪問が終わりますと一段落と行きたいところ

なのですが、来月は地区大会、再来月は御坊南クラブ 40

周年記念例会参加と年内は大きな行事が目白押しです。半

ば強制的に参加を頂く理事役員の方は体調管理だけは気

を付けて望んで頂きたいと思います。 

阿蘇山が大きな噴火をしました。それも突然に。昨日の

テレビに出ていた気象庁火山課長の青ざめた表情が印象

的でしたね。噴火すると言った桜島は何も起きず、ノーマ

ークの阿蘇山が噴火したわけですから。しかし、それぐら

い自然は人間にとってまだまだ未知の領域なのですね。喜

怒川の氾濫や東京の早朝の地震、何かの前触れでないこと

を祈ります。 

さて、先週皆さんに新入会員お二人の歓迎会の案内を送

らせていただきました。どうぞ多くの会員の皆様のご参加

をお待ちしております。差出人をみて、？と思われた方も

いらっしゃると思います。CLPを導入したことで会員増強

委員会の仕事の範囲が広がりました。新入会員を早くクラ

ブになじませることや会員の退会防止についても考えな

ければなりません。三坂委員長にはその辣腕を振るって頂

いており、本当に感謝申し上げます。 

今日は青少年育成の一環で宮崎県の就職状況について

お話をしてみたいと思います。 

ハローワークに求人を出し面接にきますか？なかなか

いい人材は来ないのではないかと思います。高卒の新人を

雇用して育てるのが一番確実かもしれませんね。しかし3

年離職率を見ると高卒で 50％を超えています。これでは

育て甲斐がないというものです。辞めていく人たちの一番

の理由は男性で労働条件の悪さ、低収入。 

女性で出産、育児だそうです。宮崎県内の高校を昨年卒業し

た人の県内就職率が全国で最も低い５４％でした。全国ワー

ストは県に記録が残る１９７０年度以降で初めて。若者の県

外流出対策は地方創生のカギを握る重要課題ですので対策が

必要です。調査によると、昨年３月の高校卒業者は１万７１

６人。就職した３２４１人（就職率３０・２％）のうち県内

の就職者は１７５１人、県内就職率は５４％にとどまってい

ます。全国平均が８１・６％なので際立った低さです。 

 昨年一年間で宮崎県の人口は6千人減りました。内訳は自

然減が3000人、転出1500 人、そして、就職のために宮

崎を離れる人が1500人です。県もいろいろな雇用補助金を

出しているようですがなかなか特効薬はないようです。今後

は深刻な人材不足が発生します。それは明らかです。先般東

京出張で驚いたのですが、立ち食い蕎麦屋の店員が外国人で

した。イントネーションのおかしな「はーい、天ぷらそばで

すね」せっかくの蕎麦も味気ないような気がしてなりません。

大阪で有名なぼてじゅうと言うお好み焼き店は6人全員がパ

キスタン人でした。東京の人はもう慣れっこですね。何食わ

ぬ顔でお好み焼きを食べています。近い将来、都城もこうな

るのかなと思って周りを見渡すと、お客さんも全員中国人で

した。日本人は僕一人、怖くなり早々退散しました。 

□幹事報告         前田 吉基 

○野中ガバナー事務所… 

①地区大会実行委員会…地区大会信任状 証明書提出のお願い

②ロータリー財団地域コーディネーターより、 

ロータリー財団地域セミナーとメジャードナー顕彰午餐会ご案内 

【セミナー】 

■日 時：2015年12月1日（火）10：00～17：00 

■会 場：ホテルグランパシフィック LE DAIBA（東京） 

 【メジャードナー顕彰午餐会】 

■日 時：2015年12月2日（水）10：30～14：00 

■会 場：ホテルグランパシフィック LE DAIBA（東京） 

○都城自衛隊… 

式典10/25（土）10:20～11:55  都城駐屯地 

祝賀10/25（土）12:10～13:40  都城駐屯地 

○都城泉ヶ丘高校 定時制 授業参観のご案内 

10/13（火）～10/19（月）の期間  会長宛 

○都城市立美術館特別実行委員会… 

特別展「日韓の近代美術家のまなざし」ご案内チラシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週報 第１９０６回 

平成２７年９月１６日 



■クラブ報告 

○来週 9/23（水）秋分の日の為 お休み  

○9/29（火）３ＲＣ・４ＲＣ４役会 18:00～ ロイヤル 

○地区大会参加の方 登録料 １０月より徴収させて頂きます。   

○  

2016年5/27（金）～29（日）  

第１次締切 １２／１５   登録料 ３１０＄ 

□出席報告 

会員数      43名 

出免数       3名 

出席数      32名 

出席率     80.00％ 

前々回修正出席率 9/2 87.50％ 

前回修正出席率 9/9   82.50％ 

届出有 福本 鳥集 藤岡 河野 柳 和田 

星野 中村七 

届出無  

ＭＵ有会員 

9/9  ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 

 

 

 

 

9/10  中央 

9/11  都城 

9/13 DLP・CLP 

9/15  北 

 

棈松 井福 上田 大峯 小坂 鎌田 

河中 木佐貫 河野 瀬川 高橋 東 

高辺 徳重 外山 長友 中原 中山 

萩原  平川 福永 藤岡 森山 前田 

三坂 吉田 吉原 吉元 馬渡 

なし 

なし 

小坂 

井福 小田 吉元 

ＭＵ無会員 

9/2 

盛田 和田 中村七 鳥集 福本 

要ＭＵ会員 

9/9 

小俵 鳥集 永野 福本 和田 脇丸 

船木 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆本日の司会進行☆ 

 

福永  忍 会員 

□委員会報告 
■奉仕プロジェクト委員会(青少年奉仕) 盛田 祐一 会員 

9月21日(月) 少年野球大会開会式  

集合8：15 開会式8：30～ 

9月27日(日)閉会式 

閉会式の参加をお願い致します。 

 

■本日のプログラム 

会員増強委員会(ロータリー情報) 担当 

 

萩原  和洋 会員 

昭和60年3月入会。入会して30年が過ぎました。当時

の幹事が吉田会長の父上で10周年記念の年、本年はその息

子さんが会長で40周年。成功に向けて協力していきたいと

思います。私は、推薦者は岡崎誠さんで、岡崎チルドレン第

1号でもあります。1業種1社。他業種に知り合いが出来る

のは貴重なことだといわれ入会しました。入会の動機は様々

だと思いますが、互いの業種を理解し、会員の皆さんと早く

仲良くなってほしいと思います。30分前に早くきて、多く

の人と交流してほしい。まずは、自分のクラブに出席してホ

ームクラブの出席率をあげましょう。 

□ＳAA報告 

◆ニコニコ箱◆ 

 福永  忍…久し振り30年？SAAの大役が廻ってきました。 

 吉田  努…福永先輩30年ぶりのSAAありがとうございます。 

◆ロータリー財団◆ 

 髙橋 五男…外山支援プログラム委員長全員で頑張っていきまし

ょう。 

 井福 博文…皆様から誕生日を祝って頂いてありがとうございま

す。 

 中山 忠彦…吉田会長、ためになるお話ありがとうございました。 

       私の長男も来年高校卒業です。7000 人の方に入る

か3000人の方に入るかなんですね。 

 中原八重子 

◆米山奨学会◆ 

 髙橋 五男・中原八重子 

◆教育振興基金◆ 

 髙橋 五男・中原八重子・鎌田 博文 

◆40周年準備金◆ 

 前田 吉基…福永会員 30 年ぶりの司会進行という事で有難うご

ざいます。 

 木佐貫鐵蔵…R Iより金バッヂを頂いて 

 

 ◎今後のプログラム 
10／7  会員卓話 支援プログラム委員会(米山)担当  

10／14 野球大会報告 

奉仕プロジェクト(青少年奉仕)委員会担当 

 

 9/16 計 

ﾆｺﾆｺＢＯＸ 3,000 85,950 

ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 3,043 28.040 

ﾛｰﾀﾘｰ財団 43,400 117,800 

米山奨学会 10,000 93,000 

教育振興基金 15,000 80,000 

４０周年準備金 2,000 60,000 

 

雑誌会報・インターネット・広報委員会 

徳重 幸男・東    淑恵 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都城ローターアクト 記帳日 

焼き肉カーニバル出店 (観音池公園自由広場) 

◆ 10月 10日 (土) ◆ 

◆ 10：10～20：00 ◆ 

出店品目 ： わたがし ・ にんにく爆弾焼き ・冷やしきゅうり 


