
 

 奉仕を通じて平和を 

 

2012～2013 年度 RI 会長     RI 第 2730 地区ガバナー    山下皓三 

 田中作次    鹿児島市内分区ガバナー補佐  松田 泉 

   

 

 

 

 

                                                  

 

第 2113 回例会報告 

 

会長挨拶               上原勝会長 

皆様こんにちは。本日の例会は第 2113 回例会です。 

本日のビジターは宇部ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの 4 名の皆さんです。

ようこそ鹿児島東南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞにおいで下さいました。

宇部と聞くと、宇部ｾﾒﾝﾄ、小野田ｾﾒﾝﾄを思い浮かべまし

た。関門海峡で取れる魚の美味しい所と思いますが、い

かがでしょうか。ごゆっくりお過ごしください。さて、

先週の 9,10,11（金土日）の日程で 2730 地区の地区大

会がありました。地区大会は地区に於ける最大の行事で

あります。地区内全てのﾛｰﾀﾘｱﾝとその家族に解放されて

いる点、国際大会と共通したところがあります。地区大

会には、必ず RI の会長代理が出席されます。当大会に

は、竹腰兼寿さんが来られました。この大会の目的は、

交歓と感銘深い講演と地区内のｸﾗﾌﾞ及び国際ﾛｰﾀﾘｰ全般

に関する問題の討議によってﾛｰﾀﾘｰのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを推進す

ることであります。今大会での一番の関心事は、2014

～2015 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ候補者が決まっていないとの事

でした。奄美分区からの選出が決定しているかの話が、

会長幹事会であったのですが、現段階で困難との返事で

した。今後、どのｸﾗﾌﾞかに 2730 地区のｶﾞﾊﾞﾅｰ推薦が来

ると思いますので、宜しくお願いします、とのことでし

た。又、世界大会がﾘｽﾎﾞﾝで（6 月 23 日から 26 日）あ

りますので、参加を宜しくお願いします。RI の会長が 

 

日本人でありますので、3,000 名を目標にしているよう

です。当地区から 60 名を考えているとの事でした。 

ビジター紹介 

宇部ロータリークラブ  

中野泰雄君、山﨑和之君、光井一彦君、徳原幹男君 

会務報告 

●次々回例会「志學館大学 模擬面接会」 

 ※11 月 20 日(火)例会を 11 月 21 日(水)へ変更。 

 日時：11 月 21 日(水) 12：30 点鐘 例会 

            13：30～   模擬面接会 

 場所：志学館大学 本館 5 階 

出席報告 

スマイル報告 

中野泰雄君、山﨑和之君、光井一彦君、徳原幹男君（宇

部ロータリークラブ）－国際ロータリー第 2710地区宇部

ロータリークラブより、4名お邪魔致します。鹿児島東南ロー

タリークラブ様の今後益々のご発展を祈念申し上げます。 

会員数 29 名 前々回出席者 21 名 

出席免除会員 1 名 メークアップ 7 名 

出席会員 18 名 出席訂正率 100％ 

出席率 62％ － － 

 

 

週 報 

鹿児島東南ロータリークラブ        

会長 上原 勝  副会長 上田平 重樹 幹事 松元 保 

 （例会日、場所） 毎週火曜日、鹿児島市与次郎一丁目８－１０ 

  サンロイヤルホテル  Tel 099－253－2020 

 （事務局） 〒890－0062 鹿児島市与次郎一丁目８－１０ 

  サンロイヤルホテル４Ｆ Tel 259－6855  Fax 259－1622 

E-Mail info@tounanrc.jp ホームページ http://www.tounanrc.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Mail  tounanrc@alto.ocn.ne.jpホームページ http://www.tounanrc.jp/ 

 

第 2114 回   №20 

平成 24 年 11 月 21 日（水） 

本日のプログラム 

志學館大学 模擬面接会 
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上原勝君－宇部ＲＣの皆様ようこそおいで下さいました。今

後とも宜しくお願い致します。鹿児島のゴルフ場はどうでし

たでしょうか。対戦したいものです。 

松元保君－先週は申し訳御座いませんでした。 

本日計 9,000 円 累計 343,000 円 

＜RI 第 2710 地区 宇部ロータリークラブ＞ 

 

中野泰雄君、山﨑和之君、光井一彦君、徳原幹男君 

地区大会報告 2012 年 11 月 9 日～11 日（金～日） 

 

大会 2 日目 11/10 内政季会員  

 

大会 3 日目 11/11 興津立夫会員 

************************************************* 

「挨拶要旨：2012 年 10 月 23 日例会にて」 

鹿児島志学館大学 

進路支援センター長 小山正俊様 

 東南ロータリークラブの例会にお招きいただき有難

うございます。１１月２１日の「模擬面接会」のご協力

感謝申し上げます。 まずは雇用の全般的な状況から説

明させて頂きます。文科省「学校基本調査」5 月 1 日現

在の調査では、学部卒の就職者の割合は 63.9％。うち

3.9％は非正規。大学院等への進学者 13.8％。進学も就

職もしていない大卒者が15.5％。約８万６千人います。

では仕事の絶対数が足りないのでしょうか。リクルート

ワークス研究所調べでは、来春の大卒求人倍率は 1.27

倍で卒業生の数以上の求人はあります。（従業員の規模

別 5,000 人以上の大企業では 0.6 倍、1000 人以上 0.73

倍、1,000 人未満 1.79 倍、300 人未満の企業 3.27 倍と

学生側の大企業志向もあるようです） 鹿児島県の中小

企業の来年度計画を聞いてみますと、新規採用計画があ

るとの回答が 10.0％。前年比＋3.4％でした。 

では個人レベルでの就職は楽になったのか。否です。

企業は少しばかり採用数は増やすかも知れないですが、

逆に厳選採用の方針を強めているようです。最近の学生

の傾向として、第一に「打たれ弱い」ことがあります。

1 回の失敗で立ち上がれなくなってしまう学生もいま

す。 第二に「学力の低下」です。文章が苦手で第 3

者にしっかりと伝わる文書を書けない学生が増えてい

ます。就職できなかったり、自らは望まない非正規の仕

事に就いたりする大学生が増加しているのは深刻です。

最終的には鹿児島県の経済を低下させることになりま

す。若者が職業を通じて能力を高め、地域に貢献できる

ために、大学はこれまで以上に学生の就職支援に知恵を

絞らなければなりません。 また県内企業の方々におか

れましては、未来の人財作りのために、今後ともご協力

お願い致します。 

 

11/27（火） 

フリートーク 

理事会 

12/4（火） 

クラブ総会 

12/11（火） 

会長幹事半期を 

終えて 

月/日 クラブ 例会場 プログラム(△変更) 

11/21 

（水） 

鹿児島南 サンロイヤル △夜間例会 

鹿児島西 山形屋 会員卓話 菊永昭二郎君 

鹿児島西南 ゆうづき △夜の例会 

11/22 

（木） 鹿児島東 山形屋 

△定例夜間例会 

鹿児島中央 RC との合同例

会 

鹿児島北 鹿児島東急ホテル  姉妹盟約関係 

鹿児島ｻｻﾞﾝｳｨﾝﾄﾞ  鹿児島東急イン 
クラブフォーラム 

社会奉仕委員会 

11/23 

（金） 
鹿児島 山形屋 祝日休会 

11/26 

（月） 
鹿児島中央 山形屋 ゲスト卓話（予定） 

11/27 

（火） 
鹿児島城西 鹿児島東急イン 新入会員卓話 


