
　　3月は「水と衛生月間」です。　                          － きれいで安全な水を使えるようにすることの重要性について考えよう。－ 
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寄付金の状況
 2月  25日分 累　計 目   標 
ニコニコ箱 28,000円 1,705,300円 3,000,000円

米山奨学金 12,000円 1,493,000円 2,430,000円

ロータリー財団 33,000円 2,193,400円 3,177,000円

ありがとうございました。

今の時期、5K( 乾燥・強風・寒暖差・花粉・黄砂 ) にお気をつ
けください。 ( 清水則明 )
久しぶりに宮﨑パストガバナーとお話させていただきました。
 ( 油谷啓司 )
ロータリーにいるからこそ、わずかでも世界に貢献できます。あ
りがたいことです。 ( 出雲路康照 )
先週土曜日の地区職業奉仕のセミナー、たいへん勉強になりま
した。 ( 野村直之 )
だいぶん暖かくなってきました。今日も楽しくロータリーです。
 ( 宮﨑茂和 )
伊藤仁一郎・宇野良二・加藤幹夫・城戸利枝・桑原慎治・
萬谷宏治
 各　君

第６０回米山功労クラブ感謝状を頂きました。皆さんのご支
援に感謝します。 ( 清水則明 )
大橋 祐之教授、卓話ありがとうございます。 ( 油谷啓司 )
大橋教授、本日の卓話ありがとうございます。多くの優秀な学
生が当社で活躍しています。ありがとうございます。 (杉本裕之)
大橋 祐之先生、これからも大学教員として宜しくお願いします。
 ( 玉木　洋 )
本日はありがとうございました。 ( 萬谷宏治 )
加藤幹夫
 各　君

大橋 祐之様、卓話ありがとうございました。 ( 清水則明 )
大橋教授、卓話ありがとうございました。声に力があって聞き
やすかったです。 ( 中山浩成 )
今日は楽しい卓話ありがとうございました。ドラマ以来お世話
になりっぱなしですが、今後ともよろしくお願いします。
 ( 橋本典明 )
大橋様、卓話ありがとうございました。 ( 萬谷宏治 )
オリンピック聖火ランナーに選ばれました。5/30 に大野を走り
ます。 ( 清川卓二 )
2/23 は天皇誕生日 /ロータリー誕生記念日でした。 ( 清水慶造 )
庭の草花が急に大きくなりはじめました。春なんですね。ウキ
ウキします。 ( 英　貴子 )
萬谷さん、ありがとうございます。 ( 細江　究 )
在籍御祝 / あっという間の 10 年です。感謝 !!
【配偶者誕生日御祝】宇野良二
配偶者誕生日御祝 / 休会が続きました。福井の女医の先駆者
として市民の健康管理に頑張ってくれています。 ( 吉田清二 )
【結婚記念日御祝】荻原昭人
 各　君

■   3月11日(木)  
 福井RACとの合同夜間例会
   (会場：ジャルダン)
■ 3月18日(木)  
 ゲスト卓話
 (福井商業高校  チアリーダー部   
  JETS  顧問  五十嵐  裕子氏)
■  3月25日(木)  
 会員卓話(萬谷  宏治会員)
■ 4月  1日(木)  
 花見例会(夜間例会)
   (会場：開花亭)

12 時 30 分 開会点鐘　　会長挨拶 
 米山奨学金授与 ( グエン ホアン カン君 ) 
 栄誉行事 
 皆出席御祝 /  森川圭造 (3 年 ) 
 在籍御祝 /  油谷啓司 (15 年 )、椿原徹也 (5 年 ) 
 誕生日御祝 /  清水則明、長田裕美、中広　久、橋本一也、前川小百合、
  竹内宏司、田中成治、須賀原和広、出雲路康照、藤本潤一、
  三浦博樹、木村憲一、開発　毅 
 配偶者誕生日御祝 /  清水嗣能、山本　恵、覺井浩一、小藤幸男、坂本安夫、田畑賢一、
  長谷美左子、伊藤　彰、村田良昭、斉藤信二、杉本裕之、
  梅井啓介、油谷啓司、岩﨑　新、長谷川英一
 結婚記念日御祝 /  田畑賢一、上田祐広、後藤正邦、北島　恬、片山　元、菅原将高、
  伊藤　彰、渡辺一史 
 委員会報告・幹事報告・その他 
 クラブフォーラム /  「ロータリーで培った友情」( 玉木パスト会長・岩下パスト会長 ) 
13 時 30 分　　閉会点鐘 
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2020-21 年度  会 長

清水  則明

　今の季節は三寒四温で徐々に温かく
なってまいります。今朝は随分冷え込み
ましたが、寒暖の差が激しい時期でもあ

ります。どうか体調を崩さないようお気を付けください。
　先週 2月 20 日に「春一番」が吹いたようです。やはり、
春一番が吹いたと聞きますと、ようやく春が来たなと感じ
ます。　
　今でこそ、「春一番」は気象用語になっていますが、もと
もとは、長崎県壱岐島（いきのしま）で使われていた言葉
だそうです。「春一番」の元となったのは、1859 年 2月こ
の地に吹いた強風により、漁に出ていた漁船が転覆し漁師
53 名が亡くなり、その後この島では、春先に吹く強風を「春
一番」と呼んで恐れられていたそうです。それを民族学者
の宮本常一が、この地を訪れた時にそれを知って、「春一番」
を紹介したところ、それが全国に広まりました。壱岐島には、
「春一番供養塔」があり、命日にはどんなに天気が良くても
出漁せず、海難者の供養を行い、冥福を祈る行事が今でも
行われているそうです。
　このように「春一番」は、本来　死を招く怖い風であり
ますが、そのイメージが随分変わってしまったのは、キャ
ンディーズが歌った「春一番」という歌が大きく影響して

いるのではないかと思っています。

【ドラレコの映像】　
事故状況　　黄色点滅の交差点に進入したところ、右側フェ
ンスの陰から出てきた乗用車（信号は赤色点滅）を避けき
れず衝突したもの
事故原因　　相手乗用車の信号無視（ナビを見ていた）と
当方の安全確認義務違反
赤色点滅＝一時停止義務　＋　左右の安全確認義務
黄色点滅＝他の交通に注意して進むことができる＝左右の
安全確認義務
防止ポイント　　交差点では　スピードを落とし、左右確
認を。
アクセルから足を外し、ブレーキペダルに足を乗せておく
だけでも随分違います。青信号でも交差点通行時は、十分
注意して通行をお願いします。

　本日の卓話者は福井大学教授の大橋  祐之様です。
　福井大学の就職率は、国立大学の中で 13 年連続トップで
あります。それを支えているのがキャリア支援課で大橋様
はそこの課長をされていて、昨年　ＮＨＫ福井放送局が制
作した福井発地域ドラマ「シューカツ屋」のモデルになっ
た部署です。御覧なった方もあると思いますが、水川  あさ
みさん主演で福井大学でもロケが行われ、今日はその舞台
裏の話や就職活動の実状についてお話があります。

次回の例会 ■ 開会点鐘 ：　18時30分
■ 閉会点鐘 ：　19時40分

■ 会場：ジャルダン
■ 福井ローターアクトクラブとの合同例会2021年 3月 11日(木)

　2月 26 日 ( 金 ) 季楽会を日之出にあります《まんもと》にて開催しました。
　このお店は和食中心ですが、和洋中のどのお料理も美味しく一品一品丁寧
な仕事がされており、なかでもマーボー豆腐は絶品 !! 今回は追加注文したお
料理も完食でした。

本日のお弁当
本日は、アンコール弁当企画として、
萬谷会員のお店 [ おりょうり京町萬谷 ]
懐石コースをお弁当にしていただきま
した。

同好会【季楽会】



● 現在会員 137名
● 出席者 93名
● 欠席者 35名
● 出席免除者欠席 9名
● 今回例会出席率 72.7％

● メークアップ 7名
● 欠席者 22名
● 修正出席率 83.3％

  2 月 4 日 ●メークアップ　　　藤本潤一・木村憲一(2/27 2021-22年度 
第2回 地区研修セミナー)、清水慶造・須賀原和広・浅井正勝
(2/21.28 RLI パートⅢ ①・②)、山内鴻之祐(2/28 RLI パートⅢ 
②) 各　君

 2021 年  2 月 25 日　　第 3438 回　

委員会報告

福井大学  国際地域マネジメント研究科　教授  大橋  祐之様

ゲスト卓話

例会報告
米山功労クラブ ( 第 60 回 )

　昨年 3月に福井大学のキャリア支援課長を定年となり、その後、国際地域マネジメン
ト研究科の実務者教員として教授を務めることになりました。
　もともとは銀行員で、「人生にはまったく想定外のことが起こるものだ」と自分でも驚
いています。教授になって以来、コロナ禍により学生とはリモートの授業で、まるで「壁
打ちテニス」をしているような味気無さを感じていました。こうして大勢のみなさんと
対面でお話をするのは久しぶりですが，やっぱり良いものですね。
　まず福井大学の就職率の高さですが、一人ひとりに対して手厚い支援をすることが伝統になっています。
　ＮＨＫのドラマ「シューカツ屋」の制作の際には、そんな中で経験してきたことを脚本家の小山正太さんとまる一日かけて
打ち合わせしました。そして、ドラマのエピソードとして盛り込まれました。そんな意味で、「シューカツ屋」は実にリアリティー
にあふれたドラマだったと思っています。
　さて、今どきの就職活動の状況、コロナ禍で変わってきた就活状況についてお話を進
めたいと思います。
　これまでコロナ前の状況ですが、学生の売り手市場や就活スケジュールの前倒し、イ
ンターンシップの拡大などが当たり前になり、採用方法も多様化してきていました。一
方で、学生たちの間では、スマホを使いコスパを重視した就活が進んでいました。そん
ななかで、2020 年コロナが起き、売り手市場が様変わりしました。今まで脚光を浴びて
きた旅行関係や航空・運輸関係は直撃を受けます。業種によってまだらですが、売り手
市場は終わりました。それでも今年の卒業生はまだいいのですが、今後厳しさを増すの
ではと言われています。採用方式は、面談が完全にオンライン化になりました。最終面
接も含めて社長に会わないということもたくさんあります。今後は、対面とオンライン
のハイブリッド型に変わるのではないかと考えています。
　次に学生が企業を選ぶ理由です。まず、最初に見るのはホームページです。だから、
HPは充実させなくてはいけない。その時に、何を見るかというと、彼らは働きやすさや
どんな人が働いているかなどです。よくできているので紹介しますが、ユニフォームネ
クストさん、前田工繊さん、オールコネクトさんは、HPで職場環境や働き方、どんな人
が働いているかなどを紹介しています。先輩社員の声というかたちで若い社員の声、そ
れもすべて実名入りで語らせ、若々しいイメージを出しています。カチタスさんは、社
内アンケートをして、その結果、風通しがいい、若者が活躍できる、働きやすい会社で

あるなどと紹介している。それを社長や人事が言う
のでなく、社員のアンケートをもとに言っているの
で、みんなが言っていると伝えるようにしているの
ですね。
それで何が大事か。誰が、何を、どのように伝える
かです。学生との距離感が近い若手社員が伝えるこ
とが重要です。社長が年配なら後継者が伝える方法
もあります。上から目線はダメ。そして、何を伝え
るかは、職場の雰囲気、働き方、将来ビジョン、魅
力や社会貢献など、すべて未来志向です。会社の沿革や自己資本率が高いということは、学生にとってあまり意味はありません。
それをリアリティーのある手段、写真や動画はあたりまえ、VRを使うこともあります。ただ、一方で、不思議なことにその真
逆、職場に来てもらって肌感覚で伝えることが効果のある場合もある。セレクトした学生にはそうした伝え方も有効です。
　そして、学生に入社予定企業の決め手を問うと、「成長の機会」という回答が多い。優秀な学生ほど、就職を新たなスタート
としています。また福井大学では内定者にアンケートをして、毎年500ほどの回答を得ていますが、就職の理由として、「雰囲気」
という抽象的な言葉が多い。和やかとか話しやすいなどで社風にもつながると思いますが、そうしたところを学生は感じ取っ
ているのだと思います。
　いま、学生たちは、大企業だからという理由だけでは就職しません。それで、中小企業
ですが、やはり中小企業は経営者次第というところが多い。福井でも社長が採用担当とい
う会社がたくさんありますが、結構成果につながっているようです。やはり社長が将来を
熱く語ることが大切なのです。最終面接だけは社長がするという会社は多いですが、最初
から会社説明会に出向いてどうして隣の会社は来訪者が多いのかというような実状を共有
してもらうことも必要かと思います。
　また、福井県内の会社では、専門の採用担当者をおいているところはごく限られていま
す。それでも、採用担当者は学生にとって会社の顔そのものです。ぜひエース級をおいて
ください。
　さきほどインターンシップが当たり前になってきていると言いましたが、会社に 1週間来てもらうと、会社の隅々まで学生
に見られることになります。たとえば休憩時間に缶コーヒーをのみながら他の従業員と話すこともある。「なんでこんなとこに
来たの」と言われたらそれで終わりです。社員の会社満足度が高いということも重要になります。インターンは結婚前に同棲
するようなものです。「お互いに素顔をよく知り合いましょう」と言っているようなものですから、インターンシップに行くと
ミスマッチによる早期離職率が低いと言われています。だからインターンシップで学生を受け入れるためには、従業員満足度
を高めておかなくてはいけない。そのために、会社を変えていかなくてはいけないということになります。
　面接は、会社が学生を見る場でもあるとともに、学生が会社を見る場でもあります。いまはリモートが中心になっているので、
非言語的なことが伝えにくい。たとえば会社の雰囲
気とか熱量とか感情とかですね。でも工夫をするや
り方がある。学生にもオンライン面接のやり方を指
導するのですが、企業の方も訓練することが望まし
いと思います。見た目が 9割というところもあるの
で、若手であるとかビジュアル的なことも重要です。
そして、気さくで真剣に話を聞くということが大切
です。一方で場合によっては、厳しい面接もありま
す。特に技術系などの追い込んでいく面接ですね。
ただ、厳しいことを言って圧迫しても、最後にきち
んとフィードバックする、リフレクトすることが大切です。そうすれば、厳しいことを言うのに、最後は愛情をもってくれて
いるというふうに学生は感じてくれる。そうしたことも、学生に刺さるものです。
　それから、聞いていけないこともあります。お父さんお母さんどこで働いているの、彼氏はいるの、というようなことです。
そして、人事担当者が一生懸命積み上げてきたことが、社長のそうした一言ですべて崩れるということもあります。これにつ
いては、労働局からも言ってはいけないと指導されています。これは絶対ダメなので、気を付けてください。
　改めて就活全般について言うと、学生の希望に企業の大小はあまり関係ない。魅力のある会社は、未来志向であるというこ
とです。面接で、学生に「5年後、10 年後にどうしていますか」という聞き方をしますが、逆に学生も「会社が 5年後 10 年
後にどうなっているか、どうしたいのか」を聞きたいのです。限られた面接の間に、しっかり伝えてあげることが重要です。
小さくても、採用がうまくいっている会社があります。それは規模の大小ではないし、コロナがあってもなくても関係ないの
です。社員みんなで未来を共有する仲間を増やしたいと思っていたら、学生はそこに入るのです。採用は全社型でやっていた
だきたいと思います。
　「今どきの学生は幼くなっている」という話があります。「挨拶や時間管理など基本動作ができていない」などという話もある。
入学試験などではそれらは問われずに成長してきて、就活になって初めてそこが問われるようになる。承認欲求も高い。それ
でも、最近の若者はそういうものだと思って対応をしてほしいと思います。不安がいっぱい。先が見えない。コロナで拍車が
かかっている。スマホをもって、閉じこもる。つまり就職っていうのは、このように幼くなっている学生が大人の事情とぶつ
かるところです。必ず、軋轢とか矛盾が生じます。国や経団連が色々とやっている建前と、実際のリアルな本音の部分がぶつかっ
ているのが就活戦線なのです。
　7年間キャリア支援をやってきて、学生にとって「どこに就職するかよりも、どのような決意と覚悟を持って社会人として
スタートするか」が将来のキャリア形成に大事だと思っています。大企業に就職しても破綻や買収されることもある。将来が
どうなるかわからないことばかりで、そうした不透明不確実な中で若者は生きていく。我々の価値観を押し付けてもいいかと
いうこともありますが、それでも人生の先輩として伝えなくてはならないことはあります。会社や組織にもう安定はありません。
社会に必要とされてこそ安定を得ることができると考えています。

環境保全委員会 　山岸  靖夫 委員長

「米山功労クラブ」は個人・法人・クラブ扱い全
ての特別寄付金が対象となり、特別寄付累計額が
100 万円を超える毎に表彰されます。

今どきの大学生　就職活動の実状
　～NHK福井発ドラマ「シューカツ屋」の舞台裏から～

幹事報告

幹  事　田畑  賢一

　配布物に 1月 14 日の炉辺会談の議事録
をご用意しました。ぜひご確認ください。 　３月に予定しておりました、ドラゴンリ

バー交流会主催の「足羽川清掃活動」は中
止となりました。
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