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第 2128 回例会報告

会長挨拶 

会長 上原勝 

皆様、本日の例会は第 2128回例会でございます。本

日のビジター、ゲストはいらっしゃいません。先週は欠

席致しまして申し訳ございません。ところで昨日 3月

11日東日本大震災から丸 2年になります。現地の復旧、

復興がかなり遅れているようですね。1日でも早い復旧、

復興を願いたいものです。ところで、私達鹿児島県人は

地震にはあまり関心がない様な気がしますが、皆さん如

何ですか。桜島の事がクローズアップされていますが、

自分達の住んでいる街が海を挟んで 4km しか離れてい

ないところに活火山である桜島山があることを。そして、

風光明媚だけが頭にあり、この上もなく危険な山である

ことをややもすると忘れているのではないかと、私自身、

何の防備もしていない有様です。国は地震対策に躍起に

なっており、主要建物の耐震化を進めていますが鹿児島

は他の地震との違いは、火山噴火による地震災害であり

ます。3月 1日付けの新聞によると大正噴火級の大噴火

があったらどうなるか。それによると桜島地域だけの事

ではなく、鹿児島市内一円、災害は広がり、白洲台地は

崖崩れが起き、平地は液状化が多く見られるだろうとシ

ュミレーションされています。市内の震源は鹿児島湾直

下でマグニチュード 7.1ぐらいの規模であり、原因は噴

火で大量のマグマが放出され、はずみで地下の断層活動

が誘発され地震になるのではと解説されておりました。 

 

 

この様な状況であるのに私達は何の防備もしていない

のではと思いますが、如何ですか。その事について東日

本大震災後、防災対策をどう見直したかとのアンケート

がありましたので、お話しします。 

１．家族で安否確認の方法を決めた 

２．家族の集合非難場所を決めた 

３．貴重品を直ぐ持ち出せるよう整理した 

４．風呂の水を溜めておく様になった 

５．非常食を実際に食べてみた 

６．地域の地盤の強さを確認した 

マスク、笛、安否確認が分かるメモ、飲料水、家族の顔

写真、油性ペンで携帯番号に家族の名前、長男誰々、長

女誰々、妻誰々と入れるとか。ゼリー状の食べ物、羊羹、

携帯トイレ、携帯ラジオ、充電器、等々、準備しておく

ものですが、皆さんどうでしょうか。備えあれば憂いな

しです。 

 

会務報告 

今後の行事予定について 

●花見家族例会 

 日時：2013年 3月 26日（火）18:30～ 

 場所：大同酒家 鹿児島市中町 1-5 099-216-8688 

 

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 2129回   №34 

平成 25年 3月 19日（火） 

本日のプログラム 

     クラブ協議会 
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●新世代のためのロータリー会議 

 日時：2013年 4月 14日（日）  場所：黎明館 

 テーマ「奉仕を通じて平和を～薩摩義士の偉業に学ぶ～」 

●ＲＹＬＡ  （研修生を各クラブ６名推薦お願い致します。） 

 日時：2013年 4月 20日（土）10：00～20：00 

 場所：黎明館 

 テーマ「大正の桜島大噴火から 100年の節目に考える 

「防災と安全」～危機管理におけるリーダーシップ」 

●平和フォーラム 

 日：2013年 5月 17～18日（金土） 場所：広島県 

●国際大会 

 日：6月 23～26日  場所：ポルトガル・リスボン 

出席報告 

 

スマイル報告 

上原勝君－先週はお休みを頂きました。後３ヶ月です。

休まない様にします。 

 

本日計 2,000円 累計 414,000円 

 

本日のプログラム 「PETS報告」 

 

上田平会長エレクト 

先日行われた PETSに参加してきました。 

先ず、主な行事の日程について案内させて頂ければと思い

ます。 

１．５／２６（日）地区協議会 

２．ガバナー公式訪問 ７／３０（昼） 

  フォーラムは職業奉仕について 

  １人１０分＊３人 ロータリアンになって良かったことのお

題で発表。 

３．１０／１１～１３ 地区大会 

４．夢計画の申請は３月まで申請を受付 

５．次年度の東南担当は新世代（今年度４／１４を参考に） 

かいつまんでいくつかのトピックスについて話をしたいと思

います。 

１．理事会と会長の役目について 

会員から意見を聞くのは会長の役目であり、又、理事会に

どの議案を挙げるかは会長が決める。そして、理事会の決

定が最終決定である。その決定を覆すようなことがあれば、

会長および役員、理事は全員役職を降りる事ができる。よっ

て理事会の決定を覆すなんてとんでもない事だという事を

分かっておいてください。議案選択権を持つという意味で

改めて会長の権限の強さと理事会の最終決定の重要性を

認識した次第です。 

２、国をまたいでクラブ同士が協力する事業でくれぐれもイ

ンドとやる時は気をつけて下さい。トイレを作るプロジェクト

でインドとやって補助事業としてお金がおりない状況がある。

注意してほしい。 

３．長峰ガバナーの時に加世田クラブが１名になり、その時

担当した枕崎クラブの工藤ガバナー補佐よりつぶすかつぶ

さないかの相談を受けた。ガバナーはつぶすなという話をし

た。すると工藤会員は加世田クラブを再構築するために枕

崎クラブには自分の娘を入れて加世田クラブに移籍した。

長峰さんは責任を感じているという話だった。それにしても

男気のある方ですね、工藤さんより IMの申し込みがあが

ってきていないので早くあげて下さいと言われた時ははず

かしい思いをしました。 

４．福島の子供たちを呼ぶ行事はバラバラになった子供た

ちをせめて夏休みだけでもと集めてキャンプをした。この事

業は永続的に行う。 

５．宮崎北クラブが１５名の増、鹿児島クラブが１６名の減、

増加したクラブは理事会での議題に必ず会員増強の議題

をあげた、減の理由は元会長、現会長、次期会長が集まり

話し合いが行われなかった。 

６．VTTのテーマ（過去のGSE)では有機野菜を世界の子供

たちへということでドイツの有機栽培の農家へ派遣すること

になっております。英語のハードルは下げたので農家の後

継者の方とか推薦してもらえればとのことです。私の会社で

も農業部門がありますが４０歳を超えているので年齢条件に

ひっかかるので友人の有機栽培農家にでも声をかけてみた

いと思います。９／２７から２８はドイツからのメンバーが来ま

会員数 30名 前々回出席者 19名 

出席免除 1名 メークアップ 5名 

出席会員 21名 出席訂正率 82.75% 

出席率 72.41%   



す。農場の話で１３０００羽のにわとりの管理を女性１名、実

労働時間６時間でやられているそうです。 

７．米山の予算が会員の人数減のため少なくなってきてい

る。よって人数を減らさざるをえない。今年度は県内１１名

（新規は６名とのこと） 

８．女性会員を増やしてほしいという話でした。当クラブは上

原会長も皆さんに確認した通り、女性会員の入会を認める

と会員総会で議決されているとの事なので、後は推薦を待

つだけの状態です。 

９．規定審議会への上奏提案を見ていますが、例会を月２

回以上とかの案が出ています。ロータリーの全体の体系をと

らえて自分なりに解釈してみました。ロータリーの歴史の中

で職業奉仕が強く出る時と、他のボランティア活動が強くお

しださせることが繰り返されてきました。現在は国際的ボラン

ティア団体であるという国際的な流れがあるのでこのことは

クラブも理解しておいてくださいとのことです。 

さてここに１冊の本があります。幾度か著者の方にはお会い

して先月もロスで食事をした方です。つい先日、未来企業

は夢を見るというタイトルで本を出されました。アメリカで強

力な個性を発揮して熱烈なお客様やファンのいる会社を特

集となります。伸びている会社は社員全員が同じ価値観を

持ち、社会に奉仕するという考えで本気でそれを実践して

いる会社です。彼らを動かしているのはお金ではなく仕事

で社会に役立つという強烈な使命感です。仕事時間、プラ

イベート時間に関わらず手弁当の精神で社会に貢献してい 

るというのが伺えます。その環境を用意しているのがボラン 

ティア組織でも政府でもなく、一企業がそのようなことに取り

組んでいるのです。この本を読んで思ったのがロータリー

の職業奉仕と似ているなと感じた事です。社員全員が理想

的なロータリアンを目指しているような感じでしょうか。 

さて日本でもこのような会社やグループが台頭していること

をご存知ですか。小さい会社でもグーグルのように２０％は

社会の役に立つ事をするとか、時代が社会起業家を養成

しているような気がします。時代がロータリーを超えていっ

ているような組織があちこちに出現している事実です。世

界規模で人と人がソーシャルでつながるようになれば簡単

にあちこちにプロジェクトができ様々な活動をすることがで

き、現にそのように活動している人たちが 私の周りにもい

ます。また、私の会社も然りです。そのようなつながりだと加

速度的に事業による社会への貢献幅が広くなっています。 

またこのクラブに来なくなった方でも同じような思想をもって

活動しているところがあるからと来なくなった人がいるのも事

実です。それも新しい組織です。フレキシブルで魅力的で

す。このような時代だからこそ中だけで活動していては誰に

とってもクラブやロータリーに魅力を感じなくなるのは当然で

す、だって代わりのものがいくらでもあるんだから。そのよう

な中でロータリアンの数が増えないというのも、ある意味納

得できます。このような時代背景があるからこそ、会員増強

についても連れてくるのも大切ですが、入りたいと応募して

くるようなクラブにしなければなりません。幸いにもガバナー

補佐を引き受けてくださった飯野会員や活動実績のある興

津会員の加入など新しい材料が揃いつつあります。材料だ

けそろっても、それを野積みにして放っておくか、新しい家

を建てるか、は皆さん次第です。ほおっておけば一家離散、

だからこそ私たちも変わるか、淘汰されるかを選択しなけれ

ばならないのです。 

最後に堀之内年度の時に幹事で一緒になった方が２名ほ

どいらして、飲み会の時に、あの時ガバナー補佐の問題で

他クラブの会長から堀之内会長が突き上げられていた印象

が非常に強く残っているようで、皆さんあれは見ておれない

状況でしたね、と言われておりました。クラブで出せない状

況をつくったのはクラブ会員全体の責任です。初めて対外

的に矢面に立たれた堀之内元会長にはこの場を借りてお

礼いたします。苦労をかけてすみませんでした。ありがとうご

ざいます。 

 

3/26（火） 

花見家族例会 

大同酒家 18：30～ 

4/2（火） 

広報・雑誌委員会 

4/10（火） 

会員卓話 

月/日 クラブ 例会場 プログラム(△変更) 

3/20 

（水） 

鹿児島南 サンロイヤル 祝日の為休会 

鹿児島西 山形屋 祝日の為休会 

鹿児島西南 ゆうづき 祝日の為休会 

3/21 

（木） 
鹿児島東 山形屋 

△鹿児島中央 RC との合同例

会 1８日へ変更 

鹿児島北 鹿児島東急ﾎﾃﾙ 
△夜の例会（新入会寅歓迎会）

18：30～ 

鹿児島ｻｻﾞﾝｳｨﾝﾄﾞ  鹿児島東急イン 会員卓話  高良次男君 

3/22 

（金） 
鹿児島 山形屋 PETS 報告 内村会長エレクト 

3/25 

（月） 
鹿児島中央 山形屋 会員卓話「ＩＭ報告」 

3/26 

（火） 鹿児島城西 鹿児島東急イン 

会員卓話  

「新島八重について」 

三木靖君 


