第 3105 回 平成 30 年 6 月 8 日例会
各委員会事業報告 ①

第 310４回

平成 30 年 6 月 1 日例会報告

●点鐘
●合唱

君が代・奉仕の理想

●ゲスト 及び ビジター

会長の時間

なし

下森 康玄

皆様こんにちは。6 月になりまして、今年度も残り
１ヶ月を切りました。会長の時間も残すところ 4 回と
なりました。先週は例会後にクラブ協議会が開かれま
して、今年度の決算について話し合いました。
今年の 4 月 28 日に、平成 26 年度から中心市街地
で整備を進められておりました、中心市街地中核施設
「Mallmall(まるまる)」が開館されました。皆様の中に
も既に利用された方がいるのではないでしょうか。以
前より人の姿が見られるようになりまして、近くを通
るたびに賑わいのある商店街を取り戻しつつある と
実感しております。
市の取り組みで、今後 10 年間の「第 2 次都城市総
合計画」が策定されており、私も 1 年間審議会に参加
させて頂きました。ここで内容の一部をお話させて頂
きます。
現在、都城の人口は 16 万 2,178 人ですが、2027
年までの目標は 15 万 6800 人とされております。本
来なら更に減少するはずですが、出生率を上げる事や
県外流出を防ぐ計画をもとにして算出されておりま
す。
高校生を対象に「都城市内で就職したいと思います
か。」というアンケートをした
結果、市内で就職する考えが無い方が 45％、できれ
ば市内で就職したい方・どちらでも良い方が合せて約
50％となっております。人手不足を感じている企業は
多いため、企業からのアプローチも重要になっており
ます。総合計画での取り組みで魅力のあるまちだと感
じてもらい、都城で就職する考えが無いと答えた方の
割合を減らしていかなければなりません。
基本構想の一つに、全ての市の職員が市民と一丸と
なって、行政を「経営する」視点に立つとあります。

行政がどのような視点で経営をするのか具体的な
計画で戦略を構成し、戦略に基づいて施策を実施し
ていくようです。
生活習慣病や寝たきりの高齢者が増えたことで、
医療費や介護給付の費用の増加は
続いている状況にあります。一人当たりの介護給付
費は 160 万円近くで、国保医療費は 40 万近くと
なっております。健康づくりに向け、健康診査の受
診率を高める等の取り組みも必要となっておりま
す。
以上の内容はほんの一部です。市役所のホームペ
ージにも出ておりますので、一読して頂くと都城の
魅力やそれを活かした戦略が分かるかと思います。

幹事報告

中村 太賀吉

□報告
●押川 弘巳ガバナー事務所…
① 2０１８年 6 月のロータリーレートは、
１ドル＝110 円 本部より連絡
□クラブ報告
●6/1（金） 次年度理事会 13:30
Ｒ事務局
●6/12（火） 次年度クラブ協議会 18:00
懇親会 19:00 メイン
●6/19（火） 新旧理事会（７月定例理事会）
18:00
おいし家

出席報告
会員総数

53 名

出免数

３名

出席数

38 名

出席率

76.00%

前々回修正出席率
前回修正出席率
届出有

5/18
5/25

届出無

なし

100％
92.00％

加治屋 鎌田 川添 木脇 清水 二見
長谷川 松尾 山田 森山 荒瀬 山下

５月ロータリーレート：1 ドル＝10８円

MU 有会員

5/25 下森年度クラブ協議会
下森 中村（太）中村（壽）河東 東郷
西田 木場 鎌田 山﨑 塩屋 津曲
小玉 木脇 谷口 黒木 田中（穣）
濟陽 落合 温水 宮川 渡瀬 成松
5/27 地区研修・協議会
中村（壽）河東 東郷 鎌田 中村（太）
温水 堀之内 木場 西田 黒木
渡瀬 田中（博） 山﨑
5/29 都城北 RC
松尾 島津 四季
山田 川添 津曲 池内 吉原
5/30 都城西 RC
中村（壽） 河東
5/31 都城中央 RC 木脇 加治屋
山下 島津 四季 田中（穣） 佐々木
清水 長倉

MU 無会員(5/18)

なし

要 MU 会員(5/25)

清水

長倉

山下

田中 穣弐 会員 ・ 東郷
黒木由美子 会員 ・ 塩屋

池内

研哉 会員
彰英 会員

※欠席～ 堀之内 会員

委員会報告

※ 次年度各委員会に分かれて、部門長挨拶、
委員長挨拶、地区研修報告、委員会事業計画
発表・協議 をしました。
次年度もよろしく
お願いします！！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
SAA 報告
●ニコニコ箱●
下森 康玄･･･中村次年度会長、次年度に期待しております
頑張って下さい。
中村 壽秀･･･皆様、次年度はよろしくお願いします。
東郷 研哉･･･誕生祝いありがとうございます。
河東 光浩･･･本年度ともども次年度も宜しくお願い
致します。
●ロータリー財団●
下森 康玄･･･皆様にいろいろと助けて頂きありがとう
ございました。木脇委員長努力に感謝します
長倉 清一･･･ロータリー財団へ
●米山記念奨学会●
福﨑 順久･･･米山記念奨学会へ
田中 穣弐･･･Birthday present いただきました。
宮川久美子･･･娘の青少年交換留学先フィンランドの
ホストクラブに例会に参加し、バナー交換
させていただきました。
●教育振興基金●
田中 穣弐･･･Birthday present いただきました。
長倉 清一･･･教育振興基金へ。

★RA 谷口賢多郎 委員長
都城 RAC ６月第二例会『卒業式』の案内 今後のプログラム （予定）

本日のプログラム

次年度クラブフォーラム

６／１５ 各委員会事業報告②
６／２２ 感謝の集い 霧の蔵ブルワリー 18：00～
６／２９ 会長幹事 退任挨拶
ニコニコ BOX

4,000

417,000

ロータリー財団

22,000

497,500

米山記念奨学会

20,000

390,000

教育振興基金

15,000

615,000

広報委員会 前田 尚子
クラブ会報小委員会

黒木由美子

メディア関連・広告・宣伝小委員会

中村 壽秀 次年度会長より挨拶

◆
ロータリー事務局制作

谷口賢多郎

