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第 2124 回例会報告

会長挨拶 

上原勝会長 

皆様、こんにちは。本日の例会は第 2124 回の例会でござい

ます。本日のゲスト、ビジターはいらっしゃいません。2 月 8

日に会長幹事会がありましたので、その報告を致します。 

Ａ．1）次年度ガバナー補佐の市内をグループ分け 

  飯野ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐担当：鹿児島、東南、中央、西南、北 

   有村ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐担当：南、西、城西、東、サザン 

   2）東南クラブの行事担当 

    2013～2014 ガバナー補佐、新世代のためのＲ会議 

    2014～2015 RYLA、会長幹事会、新春合同例会 

   3）４月中にガバナー補佐の訪問日を決定しなくては 

いけません。４月９日に会員卓話日に決定します。 

（全員了承） 

   4）鹿児島アジアン青少年芸術祭の共済金の協力 

クラブ当り 10,000 円 

   5）4 月末に定款の改正があるが、手続要覧が出来る 

まで時間がかかるのでインターネットで引き出し 

参考としてほしい。 

   6）増強に関して 

     目標達成しているかチェック。6 月に退会届が出な 

い様にして下さい。 

 

 

 

 

   7）日赤の献血運動と志学館大学との組み合わせ 

プロジェクトを立ち上げ、補助金申請に継げたい 

のでメンバーを決定する。 

Ｂ．1）3 月 9 日～10 日に宮崎シーガイアコンベンションセン

ターにて地区チーム研修セミナーと補助金管理セミナーがあ

り、飯野会員、山田会員、上園会員、野井倉会員、上原が参

加しました。飯野会員、山田会員には地区チーム研修セミナ

ーの報告を野井倉会員には補助金申請の内容の説明を含め報

告をお願い致します。 

2）今後の予定 

・３月３日(日)児童虐待防止シンポジウム（みなみホール） 

・３月 16 日（土）鹿児島ＲＣ創立 60 周年記念祝賀会 

・3 月 17 日（日）ＩＭ知覧文化会館 

・3 月 23 日（土）西 RC50 周年記念祝賀会  

 ・4 月 14 日（日）新世代のためのロータリー会議 

・4 月 20 日（土）RYLA 

以上ですが、詳しくは別紙にてお知らせいたします。 

会務報告 

●2 月二火会について 

 日時：平成 25 年 2 月 12 日（火）18:30～ 

 場所：膳 鹿児島市樋之口町 10-18 099-239-3368 

会費：5,000 円 

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 2125 回   №31 

平成 25 年 2 月 19 日（火） 

本日のプログラム 

       フリートーク 
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出席報告 

 

スマイル報告 

松元保君－自己管理がなっておりませんでした。今後気

を付けます。 

本日計 2,000 円 累計 384,000 円 

 

米山奨学金寄付 

別府雅之君－この度、末吉会員のご協力、設計により素

晴らしい本社社屋が出来上がり、先日引っ越し致しまし

た。末吉会員には感謝申し上げます。これを記念して米

山功労者になるべく米山奨学会に寄付致します。 

150,000 円 

 

本日のプログラム  

「地区ロータリー財団セミナー」報告 

野井倉洋豪ロータリー財団委員長 

2013 年 2 月 10 日（日）宮崎シーガイアにて開催さ

れましたので報告します。 

 本地区では、財団の活動には 

１）年次寄付・恒久基金小委員会 

２）補助金・ポリオプラス小委員会 

３）VTT 小委員会 

４）学友・奨学金・世界平和ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ小委員会 

に分かれています。各委員長の報告がなされました。

特に今回は補助金管理について具体的な説明に多くの

時間が使われました。次年度より活動資金（補助金）

が地区の管理下で使用となり、当地区での予算額は約

1,100 万円となる予定です。この補助金は地区補助金、

グローバル補助金（同額本部よりの補助あり）パッケ

ージ・グラントに細分される予定です。この地区補助

金は、各クラブの直接の活動資金に用いられるもので

グローバル補助金は、他クラブとの活動資金、奨学資

金等に使用されるものです。これら資金が直接地区で

使用される便利さがある反面、活動方針の計画、実施、

資金の管理（利害の対立に注意）、活動の成果の持続性

等、きめ細かい制約が義務づけられます。各クラブの活

動を企画・実施する場合、これらのことを充分視野に入

れて作成する事です。次に次年度の VTT はドイツ 1950

地区に 3 週間、有機農業をテーマに行われる予定です。

最後にこれらの活動を充実させるには各会員の寄付に

より、成り立つ事業であるため、より一層の協力をお願

い致します。 

 

*********************************************** 

●3 月プログラム 

5 日（火）社会奉仕委員会 

12 日（火）PETS 報告 

19 日（火）フリートーク 

23 日（火）花見家族例会 

 

●「インターシティミーティング」 

日：3 月 17 日（日）10：50 開会宣言 

          15：30 終了（昼食弁当あり） 

場所：知覧文化会館（南九州市知覧町郡 17880） 

●3 月 3 日（日）14：00～16：00 

「児童虐待防止シンポジウム」 

場所：（みなみホール）（南、北、指宿合同主催） 

●3 月 16 日（土）16：00～ 

「鹿児島ＲＣ創立 60 周年記念式典・祝賀会」 

場所：城山観光ホテル エメラルドホール 

●3 月 23 日（土）16：30～ 

「鹿児島西ＲＣ50 周年記念式典・祝賀会」 

場所：サンロイヤルホテル 

会員数 30 名 前々回出席者 20 名 

出席免除 1 名 メークアップ 1 名 

出席会員 18 名 出席訂正率 72.41% 

出席率 64.28%   

2/26（火） 

ロータリー研修委員会 

興津委員長 

3/5（火） 

社会奉仕委員会 

3/12（火） 

ＰＥＴＳ報告 

月/日 クラブ 例会場 プログラム(△変更) 

2/20 

（水） 

鹿児島南 サンロイヤル △クラブ定款休会 

鹿児島西 山形屋 会員卓話 

鹿児島西南 ゆうづき △夜の例会（創立記念例会） 

2/21 

（木） 

鹿児島東 山形屋 会員卓話 3 分間スピーチ 

鹿児島北 鹿児島東急ホテル  クラブ協議会（次年度関係） 

鹿児島ｻｻﾞﾝｳｨﾝﾄﾞ  鹿児島東急イン 職場訪問例会 

2/22 

（金） 
鹿児島 山形屋 ゲスト卓話（予定） 

2/25 

（月） 
鹿児島中央 山形屋 会員卓話（予定） 

2/26 

（火） 
鹿児島城西 鹿児島東急イン  会員卓話 


