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第 2129 回例会報告

会長挨拶 

会長 上原勝 

皆様、本日の例会は第 2129 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。日曜の

17 日に知覧の文化会館であった、インターシティミー

ティング（ＩＭ）に当クラブから 4 名（上園、興津、迫

田、上原）の参加を致しました。ＲＩのテーマである「奉

仕を通じて平和を」を議題として、中、高校生の「私の

主張」のスピーチがありました。中学生 1 名、高校生 3

名の出演でした。この子供達は、昨年 8 月に知覧で行わ

れた終戦記念行事「平和へのメッセージで From 知覧 

第 23 回スピーチコンテスト」で特に優秀な 4 名であっ

たとの事でありました。一人一人が内容といい、話し方

といい、素晴らしいスピーチでありました。「語り継ぐ

事、守る事」「戦争を風化させない」「本当の平和～少年

との約束」「逢いたい人」この 4 つの題でそれぞれの主

張がありました。その中で木田夕菜さんの「戦争を風化

させない」のスピーチが私は一番心に響きました。それ

は自分自身が戦争体験者であったからかもしれません

が、話の内容は、市内の大空襲で多くの犠牲者があり、

各所にその慰霊碑が建立されていて、木田さんはその慰

霊碑を一つ一つ尋ね歩いていたところ、旧本駅、鹿児島

駅周辺で受けた空襲で約一千名ほどの犠牲者があり、そ

の慰霊碑がどこにあるか分からず、駅員に尋ねたところ

ホームの反対側の線路の脇にあったが、安全上の為近寄 

 

 

る事は出来なかった。誰も気付かずにある碑こそ、今は

忘れ去られている。こういう事こそが戦争が風化されて

いる証であると訴えた。本当に素晴らしいスピーチでし

た。他の人の話もありますが、時間の都合上、又のとき

にします。午後から、ロータリアンの全体会議に 10 人

の発表者がありましたが、何か盛り上がらなく、気の毒

な感じでした。ただ、日頃、平和について自分自身、何

も思っていない自分が恥ずかしい思いをしたことは事

実です。どうか、皆さんと「平和」についてもう一度考

えてみて下さい。 

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 

●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」 

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/ 
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●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 

 

「ロータリーの友より」   

ＲＩ会長メッセージ 青少年交換が平和を築く Ｐ1 

ＲＩ会長 田中 作次 

田中会長は、世界中を旅して、初めての言葉、慣習、人々に

出合い、それらの事柄から多くのことが学べると言います。

そして、青少年交換の意味がより深く理解できるようになっ

たと話しています。「青少年交換は、一つひとつの交換を通じ

て国と国との間の関係を育み、平和な世界を築くというロー

タリーの世界的使命の本質的な要素を担っています」と結ん

でいます。 

特集 新地町を見つめて Ｐ5-10 

文・写真 Allison Kwesell 

東日本大震災から 2年が経とうとしています。国際基督教大

学で学ぶロータリー平和フェローであり、写真家でもあるア

リソン・クウェッセルさんは、被災地に何度も通い、人々と

交流を重ね、そしてその光景を写真に収めてきました。 

心は共に 東日本大震災 ﾛｰﾀﾘｰ､多岐にわたる活動Ｐ11-13 

震災復興へのさまざまなﾛｰﾀﾘｱﾝの活動事例を紹介します。 

あの日から……東日本大震災被災地からの報告 

陸前高田ＲＣ幹事 佐々木 松男

 

                          

「あの忌まわしい大震災から 2年になろうとしています。そ

の間、全世界のロータリアンの皆さまからたくさんの心温ま

るご支援を賜わり、本当にありがたく、あらためまして深く

感謝申し上げます。今日までのことを、いつかは報告しなけ

ればならないと思っていましたので、お礼方々ここに報告さ

せていただき、被災地の実情の一端ですが、ロータリーの皆

さまにお伝えしたいと思います」。希望の一本松の地・陸前

高田ロータリークラブからの報告です。 

 特集 識字率向上月間  Ｐ14-16 

3月は識字率向上月間です。識字率向上は、1986年以来の国

際ロータリーの強調事項で、ロータリーの 6つの重点分野の 1

つにも掲げられています（「基本的教育と識字率向上」）。

第 2680地区がフィリピンで行った継続事業としての活動を紹

介します。 

フィリピンで根付くＣＬＥ方式授業 

── 第 2680 地区・識字率向上のための 3－Ｈプロジェクト ─

─ Ｐ14-16 

第 2680地区国際奉仕委員会３－Ｈ小委員長 東  昭二（宝

塚武庫川ＲＣ） 

第 2680地区（兵庫県）は、国際パートナーとして、ホストパ

ートナー・フィリピン第 3800地区（マニラ首都圏）を支援し

ようと、3－H補助金を活用したＣＬＥ（Concentrated 

Language Encounter）プロジェクト（総額 30万ドル）を立ち

上げ、2007－08年度から 2010－11年度まで 4年間、実施しま

した。その報告です。          

会員数 30 名 前々回出席者 21 名 

出席免除 1 名 メークアップ 7 名 

出席会員 18 名 出席訂正率 96.55% 

出席率 62.06%   

4/2（火） 

広報・雑誌委員会 

4/9（火） 

次年度委員会別  

ﾌﾘｰﾄｰｸ① 

4/16（火） 

次年度委員会別  

ﾌﾘｰﾄｰｸ② 

月/日 クラブ 例会場 プログラム(△変更) 

3/27 

（水） 
鹿児島南 サンロイヤル 

外部卓話 鹿児島市船舶局長 

大山直幸様 

鹿児島西 山形屋 ロータリー賞贈呈式 

鹿児島西南 ゆうづき 夜の例会（観桜会） 

3/28 

（木） 

鹿児島東 山形屋 定例夜間例会 ﾌﾘｰﾄｰｷﾝｸﾞ 

鹿児島北 鹿児島東急ﾎﾃﾙ ライラ関係・会員卓話 

鹿児島ｻｻﾞﾝｳｨﾝﾄﾞ  鹿児島東急イン クラブ協議会（PETS 報告） 

3/29 

（金） 
鹿児島 山形屋 放送関係者卓話 

4/1 

（月） 
鹿児島中央 山形屋 社会奉仕フォーラム 

4/2 

（火） 
鹿児島城西 鹿児島東急イン 

3 クラブ（西・ｻｻﾞﾝ）合同例会の

ため 3 日(水)に変更 


