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第 2118 回例会報告 

会長挨拶               上原勝会長 

皆様今晩は。本日の例会はクリスマス家族例会でござ

います。日頃、家族の理解のもと、ロータリー活動に専

念できる我々であります。今晩は感謝を込めて、家族と

共に楽しいクリスマスの夜をお過ごし下さい。 

本日のゲストは今度入会を頂く予定の林さんのご家族、

奥様と長女の友希子さん、長男の純輝君です。ローター

アクトクラブ会員、地区青少年交換学生のアーロン君、

週 報 

鹿児島東南ロータリークラブ        

会長 上原 勝  副会長 上田平 重樹 幹事 松元 保 

 （例会日、場所） 毎週火曜日、鹿児島市与次郎一丁目８－１０ 

  サンロイヤルホテル  Tel 099－253－2020 

 （事務局） 〒890－0062 鹿児島市与次郎一丁目８－１０ 

  サンロイヤルホテル４Ｆ Tel 259－6855  Fax 259－1622 

E-Mail info@tounanrc.jp ホームページ http://www.tounanrc.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Mail  tounanrc@alto.ocn.ne.jpホームページ http://www.tounanrc.jp/ 

 

第 2119 回   №25 

平成 25 年 1 月 9 日（水） 

本日のプログラム 

新春合同例会 

  

＜新春合同例会（会順）＞ 

進行 鹿児島南ロータリークラブ  中島秋津子 

点  鐘         鹿児島南ロータリークラブ会長 日高文治 

国歌斉唱 「君が代」   

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱「奉仕の理想」   ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ鹿児島南 RC 橋口 純 

乾  杯（ガバナー・副知事・各クラブ会長登壇） 

鹿児島市内分区ガバナー補佐 松田 泉 

 

～（会 食）～ 

 

1． ゲスト紹介並びに会長挨拶  鹿児島南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長   日高 文治 

2． ガバナー挨拶        ＲＩ第 2730 地区ガバナー  山下 晧三 

3． 出席報告          鹿児島南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ幹事  峯山光士郎 

4． 副知事卓話         鹿児島県副知事      山田 裕章   

5． 閉会の辞          鹿児島西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長   染川 周郎 

6． ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「手に手つないで」 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ鹿児島南 RC   橋口 純 

7． 点  鐘          鹿児島南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長   日高 文治 
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ホストファミリーの小宮様、ロータリークラブ御家族の

皆様です。どうぞ宜しくお願い致します。 

今年も残り少なくなりました。今年最後の例会でござい

ますので、半期のロータリー運営に御協力頂いた事に対

し、この場をお借りしてお礼を申し上げ、新しい年が皆

様にとりましても素晴らしい年であります様、御祈念申

し上げ年末の挨拶と致します。 

 

会務報告 

 ●新春合同例会について 

  日時：１月９日（水）１２：３０～１３：３０ 

  場所：サンロイヤルホテル ２Ｆ 太陽の間 

  出欠を、回覧しておりますので、皆様のご参加  

宜しくお願い致します。 

 

出席報告 

 

スマイル報告 

ｻｻﾞﾝｳｨﾝﾄﾞ RC 野元会長、赤塚幹事－障害者ｽﾎﾟｰﾂ支援事

業に御協力お願い申し上げます。 

末吉重栄君－今晩のクリスマス例会を多いに楽しんで

下さい。オークションも宜しくお願いします。 

興津立夫君－今晩のクリスマス家族会を楽しみにして

います。 

本日計 6,000 円 累計 361,000 円 

 

本日のプログラム  「クリスマス家族例会」 

 

 

 

オークション収益金報告 

オークション収益 76,000 円 

商品代スマイル 16,000 円   合計 92,000 円 

理事会報告 24.12.18 

●1 月・2 月プログラム 

1 月 15 日（火）会長・幹事挨拶 入会式 

1 月 22 日（火）会員卓話 飯野和男会員 

1 月 29 日（火）新入会員卓話 理事会 

2 月 5 日（火）国際奉仕委員会 

2 月 12 日（火）会員卓話 二火会 

2 月 19 日（火）フリートーク 

2 月 26 日（火）ﾛｰﾀﾘｰ研修委員会 興津委員長 

         理事会 

●インターシティミーティング 

 日時：平成 25 年 3 月 17 日（日） 

場所：南九州市知覧（知覧文化会館・特攻平和会館） 

内容：詳細については後日お知らせ 

●ﾛｰﾀﾘｰ財団、米山奨学金について：個人封筒を作成 

●鹿児島アジア青少年芸術祭 

鹿児島市内各ｸﾗﾌﾞ 1万円拠出(市より依頼があった場合) 

●仙台空港モニュメント創りに 1 万円拠出 

会員数 29 名 出席率 62.96％ 

病欠 1 名 前々回出席者 20 名 

出席免除 1 名 メークアップ 5 名 

出席会員 17 名 出席訂正率 92.6％ 

1/15（火） 

会長・幹事 新年挨拶 

入会式 

1/22（火） 

会員卓話 

飯野和男 

1/29（火） 

新入会員卓話 

理事会 

月/日 クラブ 例会場 プログラム(△変更) 

1/16 

（水） 
鹿児島南 サンロイヤル 

創立 55 周年記念行事 

実行委員会 

鹿児島西 山形屋 ｸﾗﾌﾞ協議会（上期報告・下期計画） 

鹿児島西南 ゆうづき 
クラブ協議会 

（会長・幹事 下期へ向けて） 

1/17 

（木） 

鹿児島東 山形屋 クラブ協議会 

鹿児島北 鹿児島東急ホテル ｸﾗﾌﾞ協議会（上期報告・下期計画） 

鹿児島ｻｻﾞﾝｳｨﾝﾄﾞ 鹿児島東急イン ｸﾗﾌﾞ協議会（上期報告・下期計画） 

1/18 

（金） 鹿児島 山形屋 

クラブ協議会（上半期報告・下

半期活動計画） 

ﾁｬｰﾀｰ 60 周年（1/16）乾杯 

1/21 

（月） 
鹿児島中央 山形屋 

クラブ協議会五大奉仕委員長 

「上期の反省と下期の計画」 

1/22 

（火） 
鹿児島城西 鹿児島東急イン ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ（Ｒ情報委員会） 


