
 
 

点鐘 
合唱     奉仕の理想 君が代 
ビジター紹介      4/30 分  
都 城        
佐々木 正 立山 忠春 戸高 敏幸  高野 広美  
藤岡 裕巳 岡崎 誠一 修行 本承  前田  浩 
鎌田 明彦 外山  勝  田中 穣弐 横山修一郎 
東郷 研哉 児玉 昭夫 本村  悟  安仲 利明 
田中 義久 木脇 義紹 菊村 和昭  寺尾  豊  
小久保健太 土持 吉之 
都城北         
伊藤 高雄 出水田宏美 久保真由美 黒木 康文 
戸高  望 
都城中央 
楠原  繁 伊賀崎 繁 北本 節朗  中村 武照 
栢木 順子 前田 瑞国 中村 良一 内田 慎一 
下村 武彦 中村 憲一 外薗 敏文 鶴田 貞久 
塩屋三智年 橋口 康雄 
               5/7 分 
都 城    佐々木鴻昭 
都城北・都城中央   なし               各氏 
つやげん九州（株）         藤山 智弘様 

□会長の時間        小田 賢一 

   みなさん、こんにちは。お久しぶりです。 

 ４月１９日の御坊南ＲＣ歓迎例会が終わりまし

て、その後連休に入り、１７日ぶりの例会になりま

した。その間、皆様お元気で連休を過ごされたこと

と思います。 

 また御坊南ＲＣがご来訪された折りには、歓迎例

会やゴルフ、観光と会員の皆様にはご協力をいただ

きまして大変にありがとうございました。 

  さっそく御坊南ＲＣからもお礼状が届いており

ます。・・・お礼状の紹介。 

  さて青葉若葉の新緑が目にあざやかな季節にな

りました。 

  目には青葉／山ほととぎす／初鰹  江戸時代

の俳人、素堂の句です。爽やかでキラキラした陽射

しを感じさせる名句です。桜が散り、もう青々とし

た若葉の季節。薫風さわやかで心地よいこの季節は

１年中で最高の季節だと思います。 

ところで話は変わりますが、最近気になるニュース

がありました。暗いニュースですが。宮崎県は自殺率

が全国ワースト２です。自殺者は、全国では年間約３

２０００人。昨年宮崎県の自殺者が３３２名。自殺率

（人口１０万人当たりの自殺者数）は２９．１人。ち

なみにワースト１は秋田県です。年齢別、男女別、原

因は多重債務や鬱病とかの分析が新聞には書かれて

いました。 

 このようなデータを見ると、我がふるさと宮崎は住

みにくい所だと感じました。東国原知事のように、「ど

げんかせんといかん」という気持ちになりました。 

 労働災害防止の時によく引用される話に「ハインリ

ッヒの法則」があります。１件の重大事故の背後には

同種の軽微な事故が３０件あり、さらにその背後には

３００件のヒヤリ・ハットなどの異常がある、と言う

ものです。それと同様に１人の自殺者の背後に１０人

の自殺未遂者、さらにその背後に１００人の自殺願望

者がいる、と言われます。（これはハッキリしたデー

タがある訳ではないのですが・・・） 
ところで交通事故は、平成１８年１年間で全国約６

３００人。もし交通事故の死者数が年間３万人を越せ

ば国土交通省は交通安全のために、今よりさらに道路

整備や標識を増やしたり、安全対策、交通安全教育な

どに莫大な予算と労力を注ぐのではないでしょうか。  

一方の自殺の問題は、人の目には見えにくい、心の問

題、内面の問題であるために対策が打ちにくい、とい

う面があるかと思いますが、しかし厚生労働省はもっ

と対策を打つべきではないかと思います。行政面から

相談窓口を増やして２４時間体制をとるとか、心理学

や哲学、宗教学等を学んだカウンセラーを増やす、と

かの対策がもっともっと必要ではないでしょうか。悩

んでいる人達は真剣な言葉や励ましで生きる力や勇

気、希望を掴めるものです。 

  またロータリーも奉仕の精神で、地域のあらゆる団

体ときめ細かいネットワークを拡げ、対策が張り巡ら

せないかなどと考えます。また我々一人一人が身近な

ところで自殺防止を出来ることはないでしょうか。 

 人間、死ぬ気になれば、出来ない事はありません。

越えられない壁はありません。そして何よりも生命が

一番大切である、宝である、という考え方を広めて行

くことが大切と思います。 
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  大変重く深刻な話題になりました。連休明けです

から、明るく楽しい話をいろいろと考えていました

が、どうしても気になるニュースでしたので、話を

させて頂きました。 

 太陽と緑の豊かな宮崎は、住む人の心も元気で明

るいものであってほしいものです。 

会長の時間でした。 

                                                

□幹事報告         小俵  武 
○ 延岡ＲＣ……例会変更  5/14（水）12:00- 

西階ﾛｰﾀﾘｰの森   ＊ﾛｰﾀﾘｰの森清掃 
○ 高鍋ＲＣ……５月例会プログラム予定表 
○ 佐土原ＲＣ…５月例会プログラムの案内 
○ えびのＲＣ…３傘から例会場が変更になりま

した 新例会場：「和楽」＊京町 
○ ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所………国際ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ変更 

 5/1 より １㌦ １０２円（現行９８円） 
   地区大会記録誌（登録者） 月信５月号 
○ 鹿屋ＲＣ…第44回 IAC年次大会予定について 

8/2.3（土日） 国立大隅青少年自然の家 
○ 日南中央ＲＣ……創立３０周年誌 
○ 地区ＩＡ……海外研修受け入れ   

7/24.25（金土）御池青少年自然の家． 
青島青少年自然の家   海外研修     

9/26.27.28.29（金～月）韓国 釜山 
   費用 55,000 円     締切 8/20 
○ 御坊南ＲＣ………お礼状とＣＤ（写真） 
○ 川本 翰治………社会奉仕賞受賞のお礼状 
○ 薬物乱用帽指導員都城地区協議会…冊子 

「ダメ．ゼッタイ」（岡崎） 
○ 九州ﾌﾟﾗｽﾈｯﾄ…卓話講師利用のお願いについて 
○ ロータリーの友５月号 
 
□クラブ報告事項 

＊ 都城中央ＲＣ…４ＲＣｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟのご案内 
     5/22（水）ﾘｰｼﾞｪﾝﾄ宮崎 集合 9:15 

参加者は事務局にお申し込み下さい。 
＊ 新会員公示 
 

□出席報告 

会員数     ５８名 

出免数      ３名 

出席数    ４５＋２名 

出席率 82.46％ 

前々回修正出席率 ４/19 83.93％ 

前回修正出席率 4/30 特休 

 

 
届出有 今井 河村 藤岡 鬼束  

川元 串間 福永直 中村静 

外山 前野 

ＭＵ有会員 

4/22  北 

4/25  都城 

5/1   中央 

5/2   都城 

 

なし 

なし 

吉元 河村 藤岡 今井  

福本 内藤 藤岡 河村  

ＭＵ無会員 

4/19 

 

鬼束 串間 園田 永野 脇丸

平川 福永直 盛田 山下  

要ＭＵ会員 

4/30 

 

特休 

□本日のプログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つやげん九州（株）藤山 智弘様 

 4/19.20「御池青少年自然の家」にて行われた 

（第３０回宮崎県南部西部分区青少年指導者養成研修会） 

に参加致しました。次の日、タイムトライアル登山でした。 

 

□ＳＡＡ            鳥集 寿一 
◎ ニコニコ箱 
四季 勝…結婚祝いを頂きありがとう 
小田 賢一…ライラ報告、平川委員長、藤山智弘様大変あ

りがとうございました 
平川 靖三…ライラにご協力頂きありがとうございました 
 
 5／7 計 
ﾆｺﾆｺＢＯＸ 3,000 350,887
ｺﾞｰﾙﾄﾞ BOX 2,474 108,793
ﾛｰﾀﾘｰ財団 0 418,200
米山奨学 0 438,000 
教育振興基金 0 269,000

＊竹と風の学校  92,480 
 
◎ 今後のプログラム 
５／１４   都城商業バレー部ＤＶＤ放映  

雑誌会報委員会 
鮫島 孝慶  馬渡 秀光 外山 俊明  藤岡 成学 
盛田 祐一  前野 益孝   ロータリー事務局 制作 

インターネット委員会 
福永 直人  馬渡 秀光  今井 幸夫   藤岡 成学 


