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■ 経済と地域社会の発展について ー鹿児島経済の発展戦略ー
　現在、政府によって地方創生が掲げられてお
り、各自治体では、人口ビジョンおよび総合戦略
の策定が進められているところです。その背景
には、今後の日本・各地域において、急速に進む
ことが避けられない人口減少問題があります。
　鹿児島県でも、2040年までの間に、人口が30万人
以上減少する見込みとなっており、経済や地域社会に大きな影響を
及ぼす恐れがあります。人口減少には自然滅と社会滅があり、自然滅
を食い止めるためには出生率を改善していくことが不可欠です。また
社会滅の大きな要因としては、地域における雇用確保が十分でないこ
とが挙げられることから、地域の「稼ぐ力」を高め、魅力的な雇用を増
やしていくことが喫緊の課題となっています。

　地域経済が発展していくための基本原
則として、「移出力の強化」と「域内循環の
促進」があります。前者は域外からいかに
して外貨を獲得するかということ、また後

者は域内の資金をできるだけ循環させることにより、域外への資
金の漏出を防ぐということです。つまり、地域の優位性を活かした
基盤産業を育てて域外マネーを獲得し、稼いだ外貨を域内で循環
させることで域内市場産業を充実させ、雇用を創出していくことが
重要だということです。この観点から見た場合、鹿児島経済は「移
出力」および「付加価値力」の両面において、課題を抱えています。
　これからの鹿児島経済の目指すべき方向性として、第一に、移出
力強化策。具体的には、域外から外貨の獲得を図ること。海外に積
極的にチャレンジしていくこと。観光産業にもさらに注力していく
こと。第二に、付加価値力強化策。具体的には、商品に創意工夫やひ
と手間を加えたり、「地域の固有性」や「地域文化」、さらには「信頼」
「共感」を付加することによって差別化、ブランド化を図ること、ま
た地域全体での付加価値力強化を意識し、薄利多売路線ではなく
商品単価の向上を図っていくこと。第三に、誠実・公正を旨とした
「共感経済・経営」の構築に向けてまい進していくこと。そして第四
に、人材の育成・誘致、「県民力の向上」といったことが挙げられます。
　現代は時代の大転換期であり、今こそ鹿児島の出番かと思わ
れます。グローバルとローカルを両立させ、また長期的視点から
地域経済・社会を構想することが重要であり、鹿児島が創造的起
業家のあふれる地となることを期待しています。

会  長  の  時  間 宇都　和治
　先週のスーパームーンはご夫婦で肩組み眺められ
たでしょうか。全国見られたところはわずかな地域
でほとんど雲がかかり、急に雨の夜となりました。
　何故急に天気が悪くなり月が雲隠れしたのでしょう
か？その理由は「晴天の霹靂」を思わせる衝撃的な
ニュース、福山雅治の婚約発表でした。全国の福山雅
治の女性ファンが泣きに泣いたそうです。その涙か？？？
婚約者は俳優、吹石一恵さん。吹石さんは鹿児島市を舞台にした「六月
灯の３姉妹」に出演、鹿児島ロケに来ています。福山雅治氏はおなじみ
NHKの大河ドラマ龍馬伝で坂本龍馬役とし霧島ロケに来ています。
　小松帯刀が薩摩に是非来いという事で龍馬を鹿児島に招待した。
その旅が龍馬とお龍の新婚旅行であったわけです。
　来年は日本で初めての「新婚旅行」で霧島に来て150年、前田霧島
市長は二人に是非新婚旅行で霧島に来て霧島より新出発をしてほし
いと祝電、メッセージを送ったそうです。
　10月はOctober「神無月」。出雲に全国の神様が集まるので神が居
なくなるところから神無月といい今日、10月５日は「時刻表記念日」
だそうです。福沢諭吉の勧めで汽車、汽船旅行案内が出版されたの
を記念して制定されたそうです。
　10月のRIの新強調月間は「経済と地域社会の発展」と「米山月
間」です。
　それを記念して本日の講演卓話は鹿児島国際大学菊池裕幸先生に
「経済と地域社会の発展」についてお話していただきます。
　米山月間は米山奨学事業の意義を深く認識し寄付金を募る活動を
するプログラムです。本日、委員会報告で椨会員より米山奨学への
寄付の報告をしていただきます。
　10月はなんといっても食欲の秋、芸術の秋、名月幽玄の秋、文化の秋
いろいろと表現されます。昨日は芸術の秋、霧島市制施行10周年記念事
業、第30回国民文化祭かごしま2015応援事業として開かれた入来慶子
さんのデユオリサイタルに行ってきました。素晴らしいバイオリンとピア

ノ演奏に感動しました。ホールいっぱいの皆様もさぞ満足、至福のひと
時を感じられたことと思います。いつもの例会時のピアノ演奏も有難う。
　秋10月はなんといっても「スポーツの秋」全国各地で運動会をはじ
めスポーツの祭典が繰り広げられています。それでスポーツの話題
を取り上げてみたいと思います。
　その中で一番の「奇跡の勝利、ありえない勝利」と言われたイング
ランドで開催されているラグビーワールドカップ戦です。日本が優勝
候補の南アフリカに勝利した。全世界のラグビーファンに「グレイ
テッドショック」（これ以上のショックはない）と言わしめた日本の
勝利。敵味方なく、スタジアムは日本の勝利を称えたそうです。それ
は歴史的シーンに出会わせた歓喜がそのような光景となったそうで
す。あの荒々しい男たちのスポーツにしてはマナーがほんとに紳士的
だそうです。観客席も敵、味方いりまじっての観戦で、そしてあの有
名な応援ウェーブをするそうです。歴史的快挙をなした五郎丸が独
特の「ルーティーン」をしてキックするまでは会場はシーンとして野
次ひとつ出ないそうです。敵味方の区別なくなるラグビーの「ノーサ
イド」試合終了の精神を見る思いです。全世界が大きく歴史的日本
の奇跡の勝利を報道した。
　中国名詩集の中の一節にある詩を紹介します。「勝敗は兵家も事期
せず、羞を包み恥を忍ぶは是れ男児」とあります。「勝敗は兵家も予測
できないが敗北の恥辱に耐えてこそ真の男」という意味だそうです。
　過去７回のワールド戦で日本の戦績は１勝21敗２分け敗北に悔し涙
を何度流したことか。そのようなこともあり国内ではサッカー野球、テ
ニス、ゴルフ等の人気に押され、今やマイナーのスポーツと言われてき
た。そのせいか４年後に日本で開催されるラグビ―ワールドカップは
なぜか注目度が上がらなかった。それどころか日本開催に疑問を抱い
たり批判さえ起ったそうです。南アフリカに続きサモアにも勝ち日本開
催の注目度の状況が一変！劇的に変わってきたそうです。まさに勝て
ば官軍 「̶史上最大の番狂あわせ」勝つことが歴史を変えるとはこの
ことか。願わくはベスト４に進出してもらいたい。
　スポーツの秋、我々も大いに汗流しましょう！　以上
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本日のプログラム 鹿児島東RCとの合同例会　18：30～ 10月 経済と地域社会の発展月間
米山月間
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ゲ　ス　ト　卓　話ゲ　ス　ト　卓　話 鹿児島国際大学　菊地　浩幸



Ｒソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和　　
ゲスト紹介：鹿児島国際大学　菊地　裕幸 様
食事：「百万ドル食事」
会長挨拶：会長　宇都　和治君
入会式：⑴推薦者の言葉⇒吉田健朗君
　　　  ⑵会長よりバッヂ贈呈（資料）⇒宇都和治君
　　　  ⑶新入会員挨拶⇒加島　繁（かしま　しげる）君
　　　  　　勤務先：ライコー株式会社　代表取締役
　　　  　　所属委員会：親睦委員会
誕生日お祝い（バースデーソング）：
　沖野秀一郎君（6日）・宮脇謙舟君（13日）・小福田博君（28日）
　三島浩幸君（28日）
結婚記念日お祝い：岡部龍一郎君（6日）・稲留　宏君（9日）
　田中和俊君（10日）・竹添　寛君（24日）・中原　勲君（25日）
　尾堂友紀君（26日）・石塚俊雄君（31日）・宮嶋文昭君（31日）
会務報告：幹事　深野木　信君
１）本日の配布　①月信10月号　②新入会員候補資料
２）配付してあります新入会員候補者
　 志賀啓一（しが  けいいち）様⇒学校法人  志學館学園  理事長

この入会について異議のある方は本日から７日間の内に幹
事までお申し出下さい。お申し出のない場合は、異議のない
ものと認め、入会の手続きをとりますのでご了承ください。

３）国際ロータリー第2730地区 2018-2019年度ガバナー決定について

　 鹿児島サザンウインドロータリークラブ　川原篤雄 会員
４）10/16～18　地区大会　於：延岡総合文化センター他
　 参加者19名 海江田・椨・宇都・深野木・青﨑・石﨑・川路
  小福田・加島・中間・橋元・前迫・丸山・宮脇
  森園・吉田・吉村　各会員
  海江田事子様・上野
５）10/11（日）RCC例会　指名出席者→濵薗・田中・吉田 各会員
６）10/14（水）RAC例会　映画鑑賞（指名者なし）
７）本日定例理事会→例会後　於：開聞
８）10/12（月）→祝日の為休会
　 10/19（月）→鹿児島東RCとの合同例会の為 18：30～ 山形屋
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
委員会報告：米山記念奨学会へ寄付金贈呈　椨　茂吉君
卓話：「経済と地域社会の発展について」
　 　　　　　　　　　　鹿児島国際大学　菊地裕幸様
　　  卓話者紹介　森園千廣君
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クラブ協議会「地区大会報告」

10月5日のスマイル  小計 59,471円　2015～2016年度　累計 273,579円

●石塚　俊雄君／孫の運動会へ行きました。駐車場がないので妻を後ろ
に乗せてオートバイで行きました。何やら若返った気分で２人共高揚し
たのも久し振りかな。たまには良いものですよ。
●宮脇　謙舟君／誕生日お祝いありがとうございます。45才になります。
今後ともよろしくお願いします。
●池脇　剛君／先日、長男に第一子となる男の子が誕生いたしました。
これで長女の所も含め男２名、女２名とならびました。話は変わります
が、今月は米山月間となっております。多くの方のスマイルのご協力を
お願いします。又、椨会員より個人的にご寄付をいただきました。有難う
ございました。
●小福田　博君／誕生日お祝いありがとうございます。失念しておりま
したが、今年で60才、還暦となりました。来月から生まれ変わった私をよ
ろしくお願いいたします。三島さんは忘れているようですが、同じ28日
です。残念です。
●宮嶋　文昭君／結婚祝いありがとうございます。私の妻がアナウンサー
だったという「ガセ」ネタが、一部広がっていますが、ただマスコミというだ
けです。私の知人の福山雅治君の結婚の祝報も合わせてスマイルします。
●三島　浩幸君／誕生日お祝いありがとうございます。今月28日で御年
50となりました。気づいたら50歳です。さすがに夜の天文館で29歳独身
というのもおこがましいかなと自覚がでてきました。建築設計で50歳と
いう歳を考えてみますと、近代建築の巨匠といわれ日本では『帝国ホテ
ル』を設計したフランク・ロイド・ライトは、代表作である『落水荘』を設
計したのは70歳前後、大阪で活躍した村野藤吾先生は、代表作の１つで
ある新高輪プリンセスホテルを設計したのは90歳を超えていました。そ
れを考えると、自分はまだまだ時間があるなぁとノー天気に日々を過ご
していますが、これからも
・立ち止まったらそこで終わり。たとえ「連戦連敗」でも前に進め！
・人生を完全燃焼するためにも、負けても負けても挑戦をやめない！
・「自分という弓」を引き絞れ。それだけ夢は遠くまで飛ぶ。
・どんな仕事にも価値がある。自分の仕事は、必ず誰かを幸せにしている。
を胸に秘めがんばっていきます。国立競技場選考委員を務められた建築
家　安藤忠雄さんが言われた『若者に刺激を与える大人たれ。どんなと
きも楽しく生きる。それが大人の責任だ。』を自分も実践していきたいと
考えております。みなさん今後ともよろしくお願いします。
●出席委員会／９月28日のラウンドテーブル、スマイルです。出席者は
川村、丸山、青﨑、前迫、宮脇、吉田、尾堂、宇都、尾辻、池畠でした。

●宇都　和治君・深野木　信君／新入会員加島　繁君の御入会を心から歓
迎申し上げます。共々に一緒にロータリー精神を学び精進してまいりましょう。
●海江田　順三郎君／鹿児島経済大学の菊地裕幸教授のゲストご来場
を感謝し、ご講話を期待いたします。
●沖野　秀一郎君／ 10月６日は誕生日89才。まずまずの健康に守られ
ております。これからのロータリー活動、よろしくご指導下さい。
●尾堂　友紀君／結婚記念お祝いありがとうございます。10月26日、た
しか34年になります。感謝。
●丸元　貞夫君／先々週、先週と、弊社創立68周年記念日を迎え、且つゴルフ
大会とバタバタして居りました。無事に終わりました。ホッとして居ります。
再来年の70周年記念に向けて、頑張ります。
本日の講師、菊地先生は、大学の後輩で鹿児島同窓会「東山会」又経済学
部南九州支部（鹿児島、宮崎、熊本３県）両方の幹事をして貰って居りま
す。本日の卓話非常に楽しみです。
本日入会の加島様ようこそ！！大須様同様当クラブの貴重な存在にな
られます様に頑張られてください。
●中原　勲君／結婚記念日祝ありがとうございます。25日で珊瑚婚式（35
年）です。26日の例会は記念日旅行の為、欠席させて頂きます。スミマセン！！
●本坊　修君／先日和歌山での国体の応援に行ってきました。グランドホッ
ケー、バドミントンの公式試合を初めて観戦しルールの難しさを知りました。
●森園　千廣君／本日は、菊地裕幸先生におかれましては、多忙の中、卓
話を賜り有り難うございます。地域の発展や経済について興味あるお話
を楽しみにしております。
●里　良男君／ 10月10日（今度の土曜日）、事務所を下荒田４丁目城山
ストア近くに移転します。お近くをお通りの節は是非お立ち寄りくださ
い。住所は：下荒田４丁目1-10　電話番号は変わりません。
●里　良男君／ 10月１日、全国住宅産業協会の全国大会が札幌で開催
されました。鹿児島から総勢23名の参加でした。登録免許税の特例措置
の延長や不動産所得税の特例措置の延長など、政府に対する政策提言が
採択されました。席上、表彰式があり富士土木エンジニアリング、西元会
員の開発した「シャイニーヒル広木」が優良団地表彰を受賞されました。
本人の口からは言いづらいと思いますので、私から報告致します。
●田中　和俊君／結婚17年となりました。平成10年10月10日でした。忘れ
ないように選んだこの日ですが、毎年用事を入れてしまいます。それでも二
人の仲はなんとかかんとか持っています。お祝いありがとうございます。

議　題
１）10・11月例会プログラム及び行事予定
　 ①レディースデー例会
　 　11/2（月）テノール　池田　聡氏
　 ②国際奉仕フォーラムテーマ
　 　11/9（月）RAC　金　会長
　 　「日本に来て感じたこと～日･韓の違い～」
　 ③職場訪問例会
　 　11/16（月）市立病院と交渉中
　 　（今週中に回答予定）
　 　市立病院との調整不調の時には、
　 　前迫石材㈱を訪問
２）会計報告
　 ①９月度試算表について　・・・　承認
３）「東日本豪雨災害」被害への義援金について　30,000円寄付
４）10/16-18　地区大会について
　 第２本会議の会場が延岡総合文化センターに変更
５）那覇西RCとの高校生交流事業について（11月28日（土）・29日（日）・30日（月））

　 今後会員に参加協力依頼、理事は全員参加をお願い
　 見学コースを桜島等に変更してはどうか
６）新入会員　上期会費請求について　・・・　承認
　 ・加島　繁君　67,500円（同一事業所からの会員変更のため入会金免除）
　 ・志賀　啓一君　97,500円
７）第３期ＲＬＩの参加について
　 吉村会員から三島浩幸君の推薦あり　・・・　本人の意思を確認する
８）忘年家族会について　・・・　日時と場所を承認
　 日時：平成27年12月5日　　場所：山形屋食堂
９）その他
　 ①例会日時変更の連絡方法について
　 　・Faxでの連絡文書に出欠回答欄を設け、返信の無い会員には事務局
　　  から電話確認
　 　・新入会員には推薦者がフォローする
　 　・幹事は「例会プログラム及び行事予定」の配布時に熟読することを促す
　 ②40周年事業について　・・・　前迫理事
　 　・11月から毎月１回例会終了後に実行委員会を開催する
　 ③市内分区新春合同例会について（1月8日（金））　・・・　宇都会長
　 　・本日、森市長に面会し、出席の内諾をいただきました
　 ④次回理事会について
　 　平成27年11月２日（月）　例会後　13：30 ～　於：山形屋７階　開聞

定例理事会議事録定例理事会議事録 会議名
場　所
日　時

出席者

欠席者

定例理事会
山形屋７F　開聞
平成27年10月５日（月）
例会後　～　
宇都和治・深野木信
丸山　修・吉田健朗
宮脇謙舟・橋元　隆
小福田博・川畑英樹
田中和俊・森園千廣
池畠泰光・前迫　実
重久善一


