
■会長の時間　　　　水居　徹会長 

本日は、卓話に私の長い付き合いの先輩であ
る、宮崎空港ビルの大坪さんをお願いしてい
ます。大坪さんは県庁在籍中宮崎県内を知り
尽くした方で、実はいま、一緒に宮崎の魅力
を語るYoutubeチャンネルを準備中です。（大

坪さん今日はよろしくお願いいたします） 

一昨日の日曜日、宮崎中部グループ主催の海岸清掃を行うロータリー
奉仕デーが行われ、120名以上の参加者があり、当クラブからも10名前
後の参加がありました。100名クラブでも10名いませんでしたので協力
率はとてもすばらしい成果でありました、参加された方には感謝申し
上げます。 

また、昨日は竹井会員の主催されるニシタチ子ども食堂か開催され、8
名の子どもさんと保護者の方が来られ、竹井会員のところの台湾の料
理人さんの油淋鶏や切干の煮物などを食べた後、初めて会う間柄なが
ら、子どもたちはなかよくおもちゃ等で遊んでいました。都城から長
峯PGが勢井会員の案内で訪問いただき、現場を見ていただき、すばら
しいことと評価をいただきました。 
まだこれからですが、しっかりとサポートをしていきたいと考えたと
ころです。 
昨日からまん延防止が解除され、早速子ども食堂のあとニシタチに繰
り出しました。ぎりぎりまで解除が決まりませんでしたので準備がで
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きず開店していないところもありましたが、久しぶりに常連さんたち
交わすいわゆる「外飲み」はなかなか楽しいものでした。 

さて、本日は国際女性デーだそうです。不勉強で知りませんでした
が、昨日、久しぶりに行くスナックのママ、姉のような存在なのです
が、手土産としてフラワーアレンジメントを持参したのですが、その
中にミモザがあり、花屋さんの奥さんから、明日は国際女性デーで、
イタリアなどではミモザを送る日でもあるよと聞かされて知った次第
です。今日はミモザを女性に送ってください。そのためにしかたなく
今夜もニシタチに出かけます。 

ロータリーは長らく男性だけの組織でした。1950年にインドで定款か
ら入会資格として男性という言葉を削除してはという提案がRIにあり
ますが、否決。1977年に米国カリフォルニア州デュアルテ・ロータ
リークラブは、定款に反することがわかりながら女性会員を入会させ
ました。それにより1978年3月に国際ロータリーへの加盟を終結される
ことになります。 

1983年にデュアルテRCは州の最高裁に提訴します。いったんは負けま
すが、1986年に控訴審で勝訴、州最高裁は米国連邦最高裁判所に控訴
しますが、結局1987年に女性の入会を拒否できないとし、1989年の規
定審議会でロータリーは女性会員の入会を認めることになります。
（デュアルテRCは1986年9月にRIに復帰加盟）そして翌年の1990年に
は女性会員は2万人を超えました。 

私が所属していた東京西RCはいまでも、男性会員のみのクラブです。
暗黙の了解のようです。未確認ですが、東京の大手クラブは女性がい
ないような気がします。その代わり、姉妹クラブである恵比寿ロータ
リーや広尾ロータリーは女性会員が過半数を占めます。すみわけでは
ないのですが、そういった常識があるのも事実です。（東京西クラブ
の会員は女性が大好きですのでご安心ください） 

宮崎RCも男性会員限定でした。私の記憶では2003－2004年度大坪宮崎
学園理事長が会長で、東産業の佐藤さんが幹事でした。その佐藤さん



からレジェンド大先輩方を説得する苦労話を聞いております。きっか
けはNTTドコモの支店長の異動で女性が赴任されたことです。 
結局その方が初の女性会員となるのですが、面白いのはその方のキャ
ラクターもあったのですが、反対していた重鎮たちが懇親会等でその
方に群がっていたことです。佐藤幹事と「誰や反対しちょったつ
は？」と笑ったのを覚えています。 
現在は主婦も職業として認められています。当クラブも女性会員の割
合は多い方ですが、まだまだ素晴らしい女性が世にはいらっしゃいま
すので、会員増強をしていこうと思っています。また女性会長も早期
に実現したいと考えます。 

■幹事報告

幹事の辻です。 

ロシアのウクライナ侵攻により激動が続いて
います。連日、心が痛むニュースばかりです。
一日でも早く停戦となり、犠牲者が増えない
ように祈るばかりです。
また、蔓延防止措置は解除されたものの、感染者数は横ばい状
態です。新型コロナウィルスに対し、懸命に戦っていらっしゃる
医療関係者の皆様、本当に感謝いたします。

①国際ロータリー為替レートについて
2022年3月のロータリーレートは、 １ドル＝116円です。
寄付は、日本事務局に着金した月のRIレートが適用されます。 

月末にお振込みされる方がいらっしゃれば、ご注意ください。 

②第２７３０地区フォトコンテストについて
５月開催の地区大会プログラムに「第２回国際ロータリー第２７
３０地区フォトコンテスト」が予定されています。そのコンテス
トへの作品応募について案内が来ております。



詳しくは、会員の皆様に応募要項をメールで送ります。
応募、よろしくお願いします。

③第19回ロータリー全国囲碁大会について
RI公認の親睦団体であるロータリー囲碁同好会主催で「第19回
ロータリー全国囲碁大会」が開催されます。
日　時：2022.5.14（土）
会　場：東京・市ヶ谷、日本棋院本院1階対局室
参加料：７，０００円（食事代、賞品代等含む）

④Mｙ Rotaryアカウント登録者数について
３月　７日現在　Mｙ Rotaryアカウント登録者数　２５名/３９名
中　６４．１０％
２月２０日現在　Mｙ Rotaryアカウント登録者数　２４名/３９名
中　６１．５４％

⑤本日の配布物
「ガバナー月信」「ロータリーの友」2月号、3月号
クラブ管理委員会　中野委員長

観桜会(夜間例会)開催のご案内

暦の上では春ですが､未だ寒さが身にしみる今日この頃です。
現在、まん延防止重点措置の中ですが、解除の動きもみられる事
から、理事会にて、例年通り観桜会の開催を進める運びとなりま
した。
年度末のお忙しい時期かとは思いますが、ご参加の程宜しくお願
い致します。
尚状況次第で中止となるかもしれません。ご理解の程お願い致し
ます。

日   時 ： 令和４年3月22日（火）　19:00～21：00



場　 所 ： 宮崎地鶏と日向海鮮　はればれ
宮崎市中央通6番3号ウエストビル1階
ＴＥＬ0985-65-8833

会　 費 ： 4,000円

■出席報告　　クラブ管理委員会　梶田副委員長
本日状況     

 会員数 39名     オンライン出席21名　 欠席18名    出席率53.85% 

奉仕プロジェクト委員会　梅田委員長

　青島清掃活動にご参加していただいた方、お疲れ様でした。
海岸に思っていた以上のゴミが散乱しているのを目の当たりに
して、持続的な活動が必要と感じました。特に夏場はゴミの量
が多いと思います。 
　また、機会があれば、家族と参加したいです。 
　ありがとうございました。 

■卓話     　
宮崎空港ビル株式会社　常務取締役
（業務担当、地域活性化担当）
　　　　　　　　　　　　　　　　　大坪 篤史様
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ᐑᓮゼၥࡍほගᐈḼ㏄ࡍඹ࠸ࡋ⨾ࠕࠊᐑᓮ࡙ࡢࠖࡃ
᥎㐍┠ⓗࠊ┴ෆ26ᕷ⏫ᮧ࡚ࣜࣅࣥࢤ࣮ࡓ࡚⫱࡛ ✵
᳜ᶞ࣭㉗࿊ࠋࡓࡋࡋ

ϫ�┴㐨ᐑᓮ✵ ⥺ࡢಟᬒ⨾

ࡓ㐍ಟᬒ⨾ࡢ⥺ ✵㐨ᐑᓮ┴࠶㛵ཱྀ࡛⋟ࡢ✵
⨨タ᥎㐍༠㆟ࡢᐁẸ༠ാ࡚ࡗ࡞ົᒁࡀ♫ᙜࠊ
ࣜࣅࣥࢤ࣮ࠊ࠺⾜ᶞ᳜ࡢⰼᐃᮇⓗࠊࡋ
ࠋࡍ࠸࡚ࡗ⾜➼ᩱ㈚ฟ↓ࡢ

ϩ.ࠕ᪥ᮏࡓ࡞ࡦࡢᐑᓮ┴ࠖPR

ᐑᓮ┴ࡀ㐍ࠗ࠸࡚᪥ᮏࡓ࡞ࡦࡢᐑᓮ┴࠘ࡢ
ࠊⅭࡍᐤᬑཬࡢࢡ࣮ࢦࣟࢬ࣮ࣞࣇࢳࣕ
ィ͇ࣝࢫࡓ࡞ࡦ͇͆ࢪࣂࣝࢫࡓ࡞ࡦ͆
㹎㹐ࡢᅜࠊ࠸⾜⨨タࡢ͇ࢳࣥࡃࡠࡃࡠࡓ࡞ࡦ͆
ࠋࡍ࠸࡚ດ

Past efforts for regional revitalization

3



ᐑᓮࡢ✵ࡢ⋞㛵ࠊ࡚ࡋᆅᇦάᛶࡢ᥎㐍ࡣᐑᓮ✵ ࡢࣝࣅ㔜せ࡞
࡛ࠋࡍ࠶

༠ຊࡈࡢࡉⓙࡢẸ┴ࠊ୰࠶ἣ≦࡞ኚࡀయ♫࡛⚝ࢼࣟࢥ
ࠋࡍཧ࡛⤌ྲྀᴟⓗ✚ᆅᇦάᛶࠊࡀ࡞ࡁࡔࡓ࠸

ᆅᇦάᛶ᥎㐍ㄢࠖࠕࡓ᪂௧3ᖺ4᭶ࠊࡣ࡛♫ᙜࠊࡓࡢࡇ
タ⨨࣮ࠖࢳࠕࡢࡘ5ࠊࡋ⤖ᡂࡓࡋࡋ㸟

㸟ࡍࡁ࠸࡚ࡋᥦࠖ⏬࡞ࡓ᪂ࡪ⤖ ✵ᆅᇦࠕࡢࡇ
ࠋ࠸ࡉࡔࡃࡏ⪺࠾Ẽ㍍࠾ࡒ࠺࡞せᮃࡈࠊពぢࡈ

ᐑᓮ✵ ࡢࣝࣅ
ᆅᇦάᛶࡣḟ̿̿̿ࢪ࣮ࢸࢫࡢ

ほග≀⏘⏬⌜

┴ෆ࣮ࢶ⏬⌜

᪂つᴗ⏬⌜

⌜⏬ࢺࣥ

ሗࢫࣅ࣮ࢧ⏬⌜

ほග≀⏘ᒎࠊ≀⏘㛤ᣅࠊ᪂つၟရ⏬࡞

ᆅᇦάᛶ㛵ࢺࣥ✀ྛࡍ⏬࡞

࡞⏬࣮ࢶࢻ࣓࣮ࢲ࣮ࠊ࣮ࢶࢫࣂ

㹑㹌㹑ሗⓎಙࠊാࡃሙࡢ࡚ࡋ✵ ά⏝࡞

᪂࡞ࡓᴗࡢ⏬ࠊ
ᆅᇦࡄ⧄ ✵㨩ຊࡢᥦ࡞

New generation

̧̓ʛ̧̖

̧̗ʛ̧̏̎

̧̏̏ʛ̧̏̐

̧̏̑ʛ̧̏̒

̧̏̓ʛ̧̏̔

4



ほග≀⏘⏬
Tourism product planning

ងҫƩƫ

㸺ᐑᓮࡢ⚄ヰ࣭ᐑᓮ⚍ࡢ㸼

㸺⚄ヰࡃ࣭ࢫࣛࢢࢻࣥࢸࢫࡢィ㸼 㸺ᐑᓮ┴ෆࣛࢪࡢ⚍ࡢ㸼

௧ඖᖺ5᭶ᡂࠕࡓࡋ⚄ヰࠊࡣࠖࢫࣛࢢࢻࣥࢸࢫࡢᐑᓮ┴ࡢྎ⯙ࡀ᪥ྥ⚄ヰ࣮ࢸ
ୡ⏺ⓗᙳ⤮సᐙࡢ⸨ᇛΎẶࡀཎ⏬ᥥࢫࣛࢢࢻࣥࢸࢫࠊࡁᕤⱁᐙࡢ⮻ᐃ୍Ặ⋡ࣂ࠸
⤂⚍࠾ఏᐑᓮ┴ෆࠊࡣ௧2ᖺ4᭶ࠊࡓࠋࡍ࡛ࡢࡓࡉᕤᡣ࡛ไసࢡࣟ
ࠕࣛࢪࡍኳᏞ㝆⮫ ᐑᓮࠕࠖ⚍ࡢᐑᓮ✵ 30ࣝࣅࣝࢼ࣮ࢱ࿘ᖺグᛕᴗࠖ
ࠋࡓࡋࡋ࣮ࣝࣗࢽ࡚ࣜࡋ

5

㸺ⰼࡩ࠶⥳༡ᅜࣜࢺ࣮ࢰ㸼
㣕⾜ᶵ㝆ࠕࡄࡍ࡚༡ᅜࣜࠖࢺ࣮ࢰឤࠊ࠺ࡇࡔࡓ࠸࡚ࡌ✵ ෆእᙜ♫࣮ࣜࢢࡢ
ࠋࡍ࠸࡚ࡋ᱂᳜⥳ⰼࡓ࡚⫱࡚⢭㎸ࡀ࣮ࣃ࣮ࣥ

┴ෆᑠ୰Ꮫᰯ᳜ࣜࣅࣥࢤ࣮ᶞࢺࢡࢪࣟ

ࠗᐑᓮ✵ Ⓨ 㐠ࡃ࡙ࡕ࠶ࡢⰼࠕࠊࡁ⥆࠘ࢺࢡࢪࣟ᱂᳜ࣜࣅࣥࢤ࣮ࡁࡊ
ࠋࡓࡋࡌࡣ⏬ࡍࢺࣥࢮࣞබ❧ᑠ୰Ꮫᰯࡢෆ┴ࡓ᪂࡚ࡋ⎔୍ࡢࠖື



၈ᄁʴଭᔸ

⮬♫సᡂࡢἲ⿕ࡢ࡚╔㈍
(┴⏘ရࡢ㹎㹐)

ʴໄ৮ց˘̵̛̃ʱɱ܌۟ˊᇁӈʴ၈ᄁଭᔸࣀ࠴

ʴƩƫɱعٝ܌ʴ̒ˤ˟ˊͳ۟عጨ๎ʱ။ᄁࠐ

इᄎಪ୯ˡ̖̰̅ዾ˘Ѳʝʬʊ˄ʟɲ

6

㸺Ḽ㏄࣮ࢽࣔࣞࢭ㸼

᮶┴ࡉ㑅ᡭࡢⓙᵝࠕࠖ࠸ࡉ࡞࠼࠾ࠕᐑᓮ᮶
ࣔࣞࢭḼ㏄ࠊ࡚㎸ࡕẼᣢ࠺࠸ࠖ࠺ࡀ࠶࡚ࡃ࡚
ࠋࡍ࠸࡚ࡋᐇ࣮ࢽ

ͤ௧㸱ᖺࡢᏘࣕࣥࡢḼ㏄ࣞࢭ
ឤᰁᣑࢫࣝࢼࣟࢥ᪂ᆺࡣ࣮ࢽࣔ
ࠊࡀࡓࡋ࡞୰Ṇᙳ㡪ࡢ
ࡋ࠼ฟ㏄࠾ⰼ㐨࡛ࡢࣜࣅࣥࢤ࣮
ࠋࡓࡋ

࠙ 5᭶ ࣮ࢼ࣮ࢥ᪂Ⲕࠚ ࠙ 5᭶25᪥ ࠚ ᪥ࡢ࣮ࢦࣥࡁࡊ

ᐑᓮࡢ᪂Ⲕ㈍
㸦࠾Ⲕ⏕⏘㔞 ᅜ➨㸲㸧

⇍࣮ࣥࢦ࣮ࣥࢦ㛵㐃ၟရ㈍

࠙ 8᭶ ࡘ࣮ࣝࣅࢺࣇࣛࢡࠚ

┴ෆ㸳♫ ㈍࣮ࣝࣅࢺࣇࣛࢡ

࠙ 7᭶ ࣮ࢼ࣮ࢥỒ෭ࠚ

ᐑᓮࡢ㒓ᅵᩱ⌮
෭Ồ㈍

࠙ 9᭶ ࠚ ࡘᰩࡆࡢࡦ

㈍⟽ᰩࡗࡧࡆࡢࡦ



ࢿ࣮ࣟࣝ

ቒែʴʻˑʛʮࣀ࠴˘PRʟˑʮӀʱɱƐಆǗƊƉಆʱѲʛ˒ʥۋቘ̴ᕵቘ˘

ᆫː͢ʘˎʌʮɻቒែʴ႗ጥ˴̵̧˷ɼʴʐᗎ̴ࠄ७কʴᡡ˘ݢʝ˄ʝʥɲ

ቒែʴ႗ጥ˴̵̧˷

㸺⚄ヰࡉࡩࡢᐑᓮ㖭Ⳬ㸼

᪥ྥⳫ㸦ࡦ㸧
ᚰⰼ㸦࡞ࡣࡇ㸧

㸯ಶ 350㸦⛯㎸㸧

ᐑᓮࡢࡦᜨ
ࢿ࣮ࣟࣝ
1,890㸦⛯㎸㸧

ᐑᓮ࣮ࣥࢦ
࡞ࢾ࣮ࣜࢸ

1,080㸦⛯㎸㸧

ኴ㝧࣮ࢣࢬ࣮ࢳࡢ
1,620㸦⛯㎸㸧

ࡢࡦ
⚟࣮ࣜࢡ࣮ࢦࣥ

864㸦⛯㎸㸧

7

၈ᄁʴଭᔸ

ϜಓͳʵɱƊᬛʱݸ

။ឥ˶̅˟˘˧̵̰̔ʝ˄ʝʥɲ

⚄ヰࡢ⋢ᡭ⟽ᘚᙜ
2,000㸦⛯㎸㸧

ቒែʴ႗ጥ˴̵̧˷

ʮʝʬɱᇁᄁᯟ˘Ђ

ᄄʝʥ။ᝉ७কˈᆃ

ʝ˄ʝʥɲ

ቒែʴʻˑʛʮ

။ᝉ७ক



ࢿ࣮ࣟࣝ

8

ክ༢ӈʴ᯦ᯟीʭʵɱᇁᄁᯟ˘Ђᄄʝʥ̵̢̞̈ʫʕːʱʙʦ˕ːɱ

ኟඇᆋʱ୦Аʝʬʊ˄ʟɲ˭̵̨̔ˊۄϰʴϜᯟʱʐʊʬˈࣀ࠴ʴᱺ

Ն˘༹ټʝʬʊʥʦʗˑˎʌʰ̵̢̞̈ʫʕːʱՍˇʬʊ˄ʟɲ

ᐑᓮ∵ࡂ

ࣇࣃ࣮ࢦࣥ

㔠᯿ࢪࣥࣛᐑᓮ∵࣮ࣞࣟࢦࣟࢦ

ᇁᄁᯟ˘Ђᄄʝʥ᯦ᯟʴ୦А

㒓ᅵ㣗ࡢ㣗࣓࣮ࣗࢽ
㸦୍㸧

ᐑᓮࡓ࡞ࡦ⮃

࠙ 7᭶28᪥ ᪥ࡢᅵ⏝ଢ଼ࠚ

㈍ᘚᙜࡂ࡞࠺



⏬ࢺࣥ

Event planning

ࢺࣥᆅᇦάᛶࡢ࡛ࡇڦ

⏣㔝࣭ΎṊࡢ㢼≀リ
᰿ࡄᒎ

ᕤⱁရᒎࡢࡁࡊ 㜵⅏ᒎࡢࡕࡓ⚾

ぶᏊ࡛ࡃࡘ
᱂ᩍᐊ┅ࣜࣅࣥࢤ࣮

ࢡ࣮ࣃ࣮ࣝ ࢺ࣮ࢰࣜࣇࣝࢦ

ᆃЫỌὣᆵᆋἹἨἷܢᇁἿịໄ৮ցỌὕịࣀ࠴ክ༢Ἰὀࣀ࠴

ἤὝἸݳἠἿὨᾝᾷᾌὣѲἨἷἨἰ

㸺ࢫࢩᗈሙ㸼

㸺࣮ࣜࣛࣕࢠࢺ࣮㸼

⏬⤮᭹᙮้ࢮ࣭࣮ࡢࡑ

9



ᅜᩥ⚍࣭ⱁᩥ⚍ࠊࡓࡆୖ┒ ✵
⥲ྜෆᡤࡢタ⨨㛵㐃ࡢࢺࣥ㛤ദࠋࡓࡋ࠸⾜࡞

ቘậᕵቘἿửữۋ

ἤὝἜὓ۟܌ἿϞᏅցἿᎭιὕܢᆃЫἻἺ

ණɴἻὨᾝᾷᾌὣϓᄏậἨἷἕὛἪ

ࡓࡗ࠸㸟ࠖ࠸ࡋḧ࡚ࡋ㸟࠸ࡓࡋ㛤ദࢺࣥ࡞ࡇࠕ
ࠋ࠸ࡉࡔࡃࡏ▱࠾ࡃ࡞㐲៖ࡓࡋ࠶ࡀࢺࢫࢡࣜ

10

ᅜᩥ⚍࣭ⱁᩥ⚍㸸2021.7.3(ᅵ)㹼10.17(᪥)

⨨タࡢෆᡤྜ⥲ڦ
࣭ᐑᓮ┴㐃ᦠࠊࡋᮇ୰ࠊ✵ 㸯㝵ࣥࣙࢩ࣮࣓ࣇࣥࡢ
⨨タෆᡤྜ⥲࣮ࢱࣥ

(5㹼10᭶)ࢺࣥᗈሙPRࢫࢩڦ
࣭ᅜᩥ⚍ࠊⱁᩥ⚍ࡢ⤂ࣝࢿࣃྵᒎ♧
࣭ᅜᩥ⚍ࠊⱁᩥ⚍ࡢ⤂ྵീୖ
࣭┿ᙳࡢࢺࢫタ⨨

࣭⚄ᴦ⯙ࢺࣥࡢ࡞㛤ദ ࡞

㤋ෆ㣭ڦ
⨨タࡢ࣮ࢼࣂ✀ྛ࣭
࣭㤋ෆࡢ࡛ࢪ࣮ࢿࢧീୖ
࣭㝵ẁ㣭 ࡞

ᐑᓮ┴ฟ㌟ࡢసᐙࠕ᪂ᕝᕹ❧ࣥࢧࡢࠖࡉ㛤ദ㸟㸟

᪂ᕝᕹ❧ࣥࢧ㸸2021.10.9(ᅵ)



┴ෆ࣮ࢶ⏬
Prefecture tour planning

ᅜᩥ⚍࣭ⱁᩥ⚍ࡁࡊ㸰㸮㸰㸮༠ຊᴗ
ࠋࡓࡋࡋᐇ࣮ࠖࢶࢫࣂࡢⰼヰ⚄ࡃ⾜㤋ᩍᤵࠕ

㸦㧗༓✑㸧࣮ࢶὶ᥈ゼ※ࡢヰ⚄ی
᪑(᪥༡)ࡓ⏺ୡࡢᾏᖾᒣᖾی
᪑(ᐑᓮ࣭す㒔)グ⣖ᕠࡢᐑᓮ࣭す㒔ی
᪑ࡓ㊊㊧ࡢṊኳⓚ⚄ی (ᐑᓮ࣭㧗ཎ)1ࢺ࣮ࣃ
᪑ࡓ㊊㊧ࡢṊኳⓚ⚄ی (ᐑᓮ࣭᪥ྥ)2ࢺ࣮ࣃ
᪑(᪥༡࣭୵㛫)ᕠ᪥༡ᾏᓊࡢی
㸧ࡢࡧ࠼᪑㸦㒔ᇛ࣭ࡢṔྐ᥈ゼ↛⮬ࡢ㟝ᓥ⎔ی
᪑㸦᪥ྥ㸧ࡡゼᨾ㒓ࡢỈ∾ᾏ࠸㟷ࡢ᪥ྥی
᪑㸦ᅜᐩ࣭⥤㸧ࡋᴦᩥ↛⮬ࡢ⥤ᅜᐩ࣭ی

࠸⥆ࡇࡣࢬ࣮ࣜࢩ࣮ࠖࢶࢫࣂࡢⰼヰ⚄ࠕ
ࠋࡍࡁ࠸࡚

ࡆୖ┒⚍ᅜᩥ⚍࣭ⱁᩥࡉ㛤ദ࡚ࡋ࣮ࢸࠖὶ※ࡢヰ⚄ࠊࡊ࠸ࠕ
ෆ┴ࠊ୰ᚰࢺࢫࡢヰ⚄࠸࡚ᥥࢫࣛࢢࢻࣥࢸࢫࡢ ✵ࠊࡓ
ྛᆅᕠ࡛ࢬ࣮ࣜࢩ࣮ࢶࢫࣂᐇࠋࡓࡋࡋẖᅇྂࠊグᏛ⌮࡛ᐑ
ᓮ┴❧┳ㆤᏛࡢ㤋┿ᬕᩍᤵゎㄝࠊࡀ࡞ࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋ┴ෆྛᆅఏ
⚄ヰఏㄝ࡚࠸ࡘᴦࡃࡋᏛࠋࡓࡋࡁࡔࡓ࠸࡛

11



ᚋࡢ┴ෆ࣮ࢶ⏬࡚࠸ࡘ

⌧ᅾᐇࠕ࠸࡚ࡋ⚄ヰⰼ࣮ࠖࢶࢫࣂࡢຍࠊ࠼
ᵝ࣮ࢶࡢ࣮ࢸ࡞ࠎᐇࡃ࠸࡚ࡋணᐃ࡛ࠋࡍ
᪥ᖐ᪑⾜ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ┴ෆᐟἩ࣮ࢶࡢィ⏬࡚ࡋ
ࠋࡍࡁ࠸

⾜᪑ࡢࢻ࣓࣮ࢲ࣮ࡓ࠼㋃ࢬ࣮ࢽࡢᐈᵝ࠾ۻ

ࠖ⾜ἑ᪑㉕ࡢேࠕࠊࠖ⾜ဨ᪑♫ࠕࠊࠖ⾜᪑ࢮᏛࠕࠖ⾜ಟᏛ᪑ࠕ
⤌ྲྀ⾜᪑ࡢᆺࢻ࣓࣮ࢲ࣮ࡓ࠼㋃ࢬ࣮ࢽࡢᐈᵝ࠾ࠊ࡞
ࠋࡍ࠸࡛

ἤὤἻషἱἜἤἮẩᣯ᥅Ἳࣀ࠴ᇁӈὣὓἴἹఁἨἷὐἬὤἜƘ

ᾢὨέᾱᾈ̵ᾮᾤὉἿ௹ἰἻἥ୦ഒ

࣮ࢶࡅྥ࣮ࣜࣇ ྛ✀య㦂ᆺ࣮ࢶ

ᆅᇦ㐃ᦠ࡞࠸࠸ࡋయ㦂ࡁ࡛ࡀ
ࠋ࣮ࢶ
㎰ᴗయ㦂ᕤⱁయ㦂ࢢࣥࢽࢹ࣮ࠊ
య㦂ࠋ࡞

ᑠ࠾࠸ࡉᏊᵝࠊྵᐙ᪘࡛࡞
ᴦࠋ࣮ࢶ࣮ࣜࣇࡅࡔࡓ࠸࡛ࡋ

Ꮨ⠇㝈ᐃ࣮ࢶ

⚍ࡢᆅᇦࠕࠊࠖ≀ᯝⰼࡢ᪪ࠕ
ࡌឤᏘ⠇ࡢᐑᓮࠊ࡞ࠖࢺࣥ
ࠋ࣮ࢶ

ᐑᓮࡢぬሓ⬟࣮ࢶࡍ

ᐑᓮࡢ㇏ᐩ࡞㣗࠾㓇ሓ⬟ࡍ
ࠋ࣮ࢶ

12

ᐑᓮ✵ ሓ⬟࣮ࢶ

ࠊࡌឤ㌟㏆ ✵
ࠋ࣮ࢶࡃࡔࡓ࠸࡚ࡌឤ㨩ຊࡢ ✵



 ✵ᆅᇦࠊᆅᇦ ✵

ሗࢫࣅ࣮ࢧ⏬
Information service planning

ᆅᇦ ✵ࠊࡀࡕࡓࡋࡓ ߋ❭ࠋࡍࡋ࠸ᡭఏ࠾
ክ༢ˣˤ̓˲ˡ̅ʱՉʎɱҽॵSNSƁTwitter̴Facebook̴Instagram̴YouTubeƂ˘ໄᄄࣀ࠴

ʝʬɱᇁӈݰʾʴܢᆃЫʵˈʧ˓˙ʴʙʮɱ۟܌ʴᆌණʮʻ˒ʈʊʰʒˏඌʝʕᱺՆʴʈ

ˑܢᆃЫˊˡ̖̰̅ϓᄏ˘ᜊʊ˄ʟɲ

Connect

ʣ˒ʤ˒ʴSNSʴ။˘ໄʑʝʬܢᆃЫź

ᆸΚ̒˦̵̪̬ʮʰʩʬɱˡ̴̖̰̅˪̵̠̰̗̰ʰʯ

͜Ꮽʱܢ˘हʘʬʊʓ˄ʝˍʌź

̨̰̠̊˾ክ༢˟̧̰̐˯̵̓ࣀ࠴

/ KMI.ch

ክ༢ʴˡ̖̰̅ʴ˸̵̨̪̟̒̔˴̵̵̤̰̝̐ԞϷ˘ᜊʩʬ˄ʟź

You Tube˘ໄᄄʝʥʊʗʯ̴̴̴ʯʌʝʬʊʊʑ˕ʑˏʰʊ̴̴̴

ክ༢˾̨̠̰̊ʴᄧᎲʮʝʬɱ͜ᏭʱԞϷʝʬ˅˄ʡ˙ʑƘ˟̧̰̐˯̵̓ࣀ࠴

ϓᄏ̴ஙথ̴ᏸᬹʐϞʊʝ˄ʟź

@KMI_building @miyazaki_airport_official

Social Media Networks

@KMI.building
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̵̓˯̰̦ˣ̰˵ʸʰʥ

Coworking space

ʚԙᄄషʱƄ550Ӊ(ኈ)ʭɱ˰̵̬˪̰˭˶̵̗˶

ʮʝʬ1Ђʊொᯃʱʰː˄ʟɲ

˸˪̢̧̃ˠ˘ሦЩʝʥࠡোʰ̊̀̅ჟܻ(Wi-Fi)ʭɱ

̦̒ˡ̅˄ʭʴክʓషˊԜᇎʴష˘ˎːಇՕʱ

ໄᄄʝʬʊʥʦʗ˄ʟɲ

ˈʧ˓˙ɱকᕈክෛʴʚԙᄄʒʰʊװܣʭˈɱႲ᧼

ʭʚԙᄄפᓞʭʟɲ

ƄBusiness

ʙ˒ʑˏʴѾʓʱװ˕ʡʥჟܻ˘ʚᄄʝʬʊ˄ʟɲ

̩˸̔˴̵̨̤̰̝ (ᡮϜᠪ࠱)

Web onferencing ſ Online seminar etc...

WebϜᠪ̴˧̰̦ˡ̰˸̵̜̇ʱࡠź

˸˪̢̧̃ˠ˘ሦЩʝʥࠡোʰ̊̀̅ჟܻ(Wi-Fi)ʴˈ

ʮɱ࠻אα಄80ݸɱᮣᮧឥѰˈʩʬʊʬɱ˧̰

̦ˡ̰˸̵̜̇ʴଔ࿙Ϝܣʱˈ಄ᦕɲৌᝯѰعʴᡮԅɱ

ឥᑔ˲̵̅̚ˈᜊʩʬ˄ʟɲ

ΖԪʴϜܣ๏ˊክ༉່ෛʴࠣѰɱ๏ʮ᭹ណ

۶ϰ༝ផʴ௭ᡮԅʰʯ˰̪̇ࡠጇʱˈᄛʝʬʊ˄

ʟɲ

ࣛᢘ↙ᆰ᧓↖ⅹˁʙⅻ↖ⅼ↭ↈ⅛

↕ↆ↗ئ↝⇟⇳⇞⇹⇁ᆰล߃ܷ
ဇↆ↕↮↭↊⇂ⅺ≢
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BusinessRoom ịࢢݹોỌ

ʞˑɱ˰̵̬˪̰˭̴WebϜᠪ̴̵̬ˮ̵˴̴̤̰˲̦̃ˡ̅˘̵̅˻̧ۋ֡

˧̒ˠ˶ʗʴᡮϜᠪ˶̵̗˶

˧̰̦ˡ̰Ϝᠪɱ˧̰̦ˡ̰᭼ʰʯʱ಄ᦕʰʐᦼʭʟɲ

ɞ ௭᧼

4,400Ӊ(ኈ) / ష

ɞ ឥѰ

̴ˡ˶Ɓ8ᓦƂ̴Ϝᠪ̵̨̃̓Ɓ1ץƂ̴͜αʗ˺̒˞̵Ɓ2औƂ

ᏱƂ̴ᏱWi-FiƁ̎˶̵̬̆ρʓƂۂᄄࡣಇᏱLANƁ̴(̴65۶ࡠƍK)̵˼۶̟̈ݸ̴

̴˶̵̑˨̵̒˦̰ƁYAMAHA YVC-330Ƃ̴web˨̞̦Ɓ̟̈˼̵ឥᑔ་˅Ƃ

̴ˬ̵̪˹̀̅

ࠋࡅ⥆ࡋ㐍࡚ࡏྜ᪉ࡁാࡢࡇ



᪂つᴗ⏬
New business planning

ἤὝἜἿẩ௹ἰἻ۟܌ໄ৮ցὣὒἧἨἷ

ࡢ ✵࠸࡞࡛ά⏝᪉ἲ࡛ࠊᆅᇦࡢⓙᵝ႐ࡅࡔࡓ࠸࡛᪂つᴗࡢ
⏬ࠊᆅᇦ࡞ࡉࡢ ✵㨩ຊࡀ⧄⏬ࠋࡍࡁ࠸࡚ࡗ⾜࡞

௹۶ίᾱᾎࡠጇΖං

᪂ᆺࢫࣝࢼࣟࢥᑐ⟇ࠊ࡚ࡋᡭ
㍍࡚࠼౽ࢬࢢ࡞ᐑ
ᓮ✵ ࡢᗑ࡛㈍㛤ጞࠋࡓࡋࡋ
ὀᩥ㈍ᐑᓮ✵ ၟ࡛ࠊࡓ
ᢎࠋࡍ࠾࡚ࡗ

430(⛯㎸) 480(⛯㎸)

ክ༢ٝΖ̸ἹἿΖංࣀ࠴
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Ϋρφࠬݗݬ߇

4,400(⛯㎸)

ICheck㸦ᢠཎ᳨ᰝࢺ㸧࡛㝧ᛶᛂࡀฟࡓሙྜࠊ
㹎㹁㹐᳨ᰝࢺ㸯ᅇศࡀ↓ൾ࡛ᥦ౪ࠊࡉ
་ᖌࡢ┦ㄯࠋࡍ࡛ࢸࢫࢩࡅཷ

ᐑᓮ✵ 㸯㝵ࠊ࡚ࣥࣙࢩ࣮࣓ࣇࣥ
᪂ᆺࢫࣝࢼࣟࢥᢠཎ᳨ᰝࠕࢺICheckࠖ࠸ᢅྲྀࡢ㛤ጞࠋࡓࡋࡋ
ண⣙㈍ᢎ࠾࡛ࣥࣙࢩ࣮࣓ࣇ࡛ࣥࡢࡍẼ㍍࠾ၥ࠸ࡉࡔࡃࡏྜ࠸㸟



Airport Museum Ǘࣀ࠴ክ༢ᑣǗ

௧ඖᖺ5᭶ᡂࠕࡓࡋ⚄ヰࡢࠖࢫࣛࢢࢻࣥࢸࢫࡢཎ⏬
ୡ⏺ⓗ࡞ᙳ⤮సᐙࡢ⸨ᇛΎඛ⏕ᥥࠋࡓࡋࡁࡔࡓ࠸࡚࠸
ᐑᓮ✵ ෆ࡛సရࡢ⏕ᇛΎඛ⸩ࠊᅾ⌧ࠊ⦖ࡈ࡞࠺ࡢࡑ
ᒎ♧㈍ࡉࠋࡍ࠸࡚ࡋᐑᓮ✵ ࡛ࣛࣥࢺࢧ
ࣥ㈍㛤ጞࠋࡓࡋࡋ
ᚋࠕࠊAirport Museum 㹼ᐑᓮ✵ ⨾⾡㤋㹼ࠖࠊ࡚ࡋᐑᓮ┴
ࠋࡍཧ࡚ࡗᢅྲྀసရࡢࡉⓙࡢసᐙ࠶ࡢ⦖

ἤὝἜἿẩἮἿҪὉ

ᐑᓮ✵ ࡢ⚝ࢼࣟࢥࠊࡣ࡛ࣝࣅඛ࠶᪂࡞ࡓ௦ぢᤣࠊ࡚࠼ᐑᓮ୍ࡢᒙࡢ
ᆅᇦάᛶ✚ᴟⓗ㈉⊩ࠋࡍ࠸࡚ࡋ
ࠋ࠸ࡉࡔࡃᮇᚅࡈࡒ࠺

࿋٠ᆃΖං

ᐑᓮ✵ ࡣᐑᓮᕷẸ㛫ࡢὠἼ㑊㞴タ➨୍ྕᣦᐃ࡚ࡉ
㜵⅏ᒎࠖࡢࡕࡓ⚾ࠕ࡞࡚ึ࡛ ✵ᖺ9᭶ࠋࡍ࠸
㛤ദࠊࡋᆅ㟈࣭ὠἼ࣭ྎ㢼⅏ᐖ࡞Ᏺࠊࡢࡓᵝࠎ
ᗈሙࠖࣝࠕᐑᓮ✵ ᮾഃࠊᅾ⌧ࠋࡓࡋ࠸⾜ᥦ࡞
࠸ࠊ࠾࡚ࡗ⾜ᒎ♧㈍ࡢࠖ⯲ὠἼ࣭Ỉᐖᑐᛂᆺᩆࠕࡣ࡛
⏝㜵⅏ࡢࡢࡑࠋࡍ࠸࡚ࡋ࠺ࡁ࡛ࡀどᐹぢᏛ࡛ࡘ
ရࡢ㈍ࠊྵᚋ㜵⅏ࡢၨⓎάື✚ᴟⓗ࡛⤌ྲྀ
ཧࠋࡍ

ክ༢ٝΖ̸ἹἿΖංࣀ࠴
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⚾㐩ࡀ⤌ྲྀࡢ᪂⪺ᥖ㍕ࡓࡋࡉ

௧3ᖺ8᭶4᪥䠄Ỉ䠅ᐑᓮ᪥᪥᪂⪺
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Our efforts were published in the newspaper



௧3ᖺ9᭶2᪥䠄ᮌ䠅ᐑᓮ᪥᪥᪂⪺
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௧3ᖺ11᭶16᪥䠄ⅆ䠅ᐑᓮ᪥᪥᪂⪺



ࠛ880-0912 ᐑᓮ┴ᐑᓮᕷ㉥Ụ(ᐑᓮ✵ ෆ)

TEL : 0985-51-5111 FAX : 0985-51-5136

URL : https://www.miyazaki-airport.co.jp/

ᴗົ㒊 ᆅᇦάᛶ᥎㐍ㄢ


