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第 2131 回例会報告 

 

会長挨拶 

2010-11 会長 堀之内 弘昭 

皆様こんにちは。本日は上原会長、上園直前会長、  

上田平次期会長が欠席の為、規定により前々年度会長の

私が代理挨拶をすることになりました。この様な事は東

南ＲＣ44 年の歴史の中でも極めて希な出来事ではない

でしょうか。私の会長年度を振り返ってみて、一番の想

い出は２年前に発生した東日本大震災に伴い、姉妹クラ

ブである台北グランドパークＲＣより現金 120 万円拠

出の申し出があり、且つ東南ＲＣとの目に見える形での

「共同支援事業」を望むとの提案がありました。それに

伴い当クラブも協議の結果、共同事業に参加する事に決

定し、皆様の温かいご協力のもと、台北グランドパーク

ＲＣと同額の義援金を快く寄進して頂きました。その結

果、車２台を陸前高田市と飯館村に寄贈出来て、正に初

期の目的であった目に見える形での共同支援事業が達

成出来てとても良かったと思っております。贈呈式には

台北より 4 名、東南より 5 名、地区より 2 名、計 11 名

の参加を得て 2 会場とも、とても感謝されロータリーの

基本である、「奉仕の心」を実践できて良かったと思い

ました。また、その年度は当クラブより、次年度ガバナ

ー補佐を選出の年でしたが、例会、理事会、二火会等、

何回も何回も協議したにも関わらず、輩出出来ませんで

した。例年 6 回開催される市内会長幹事会も私の会長 

 

 

年度は 11 回も開催され、その度にガバナー補佐問題に

ついて釈明に追われ、疲労困憊した事が思い出されます。

然し、今般 2 年遅れとは云え、飯野先生が次期ガバナー

補佐を引き受けられたことを非常に嬉しく思っており

ます。 快諾して下さった飯野先生がスムーズな活動が

出来るように全会員一丸となって盛り上げていかなけ

ればならないのではないでしょうか。尚、本日の例会は

事の成り行き上、フリートーク中心になろうかと思いま

すが、どうぞ宜しくお願い致しまして、会長代理挨拶と

致します。 

 

会務報告 

今後の行事予定について 

●吹上浜清掃例会 

 日時：2013 年 4 月 21 日（日）9：50（現地集合） 

（4 月 23 日（火）の例会から 21 日へ変更） 

 場所：吹上浜（集合場所：吹上浜漁協前駐車場） 

 服装：動きやすい服装でご参加下さい。 

 持参するもの：バケツ（貝入れ） 

 ※軍手、ごみ袋は準備致します。 

 

 

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 2132 回   №37 

平成 25 年 4 月 9 日（火） 

本日のプログラム 

ガバナー補佐訪問 松田泉様 

    次年度委員会別フリートーク 
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●新世代のためのロータリー会議（次年度当番クラブ） 

 日：2013 年 4 月 14 日（日） 

 時間：受付開始 9：00 

    開会：9：30  閉会 12：30 

場所：黎明館 

 テーマ「奉仕を通じて平和を～薩摩技義士の偉業に学ぶ～」 

 ※次年度、2014 年 4 月東南ロータリークラブが当番クラブ

のため、全員参加でお願い致します。 

 

●青少年指導者養成研修会（ＲＹＬＡ） 

 日：2013 年 4 月 20 日（土） 

時間：10：00 開講式（黎明館）バスにて移動 

11：05 桜島ﾌｪﾘｰ「よりみちｸﾙｰｽﾞ～」 

12：10 昼食、桜島ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ、火山観測所見学 

15：30 講演（黎明館） 

18：00 閉講式（黎明館） 

18：30 懇親ﾊﾟｰﾃｨ（ｱｰﾊﾞﾝﾎﾟｰﾄﾎﾃﾙ） 

 場所：黎明館、桜島ﾌｪﾘｰ、桜島ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ、ｱｰﾊﾞﾝﾎﾟｰﾄﾎﾃﾙ 

 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」 

  ＊研修生を各クラブ６名推薦お願い致します。 

（１８歳から３０歳の若者） 

 

●地区行事には、クラブ挙げて、全員参加を目指していきた

いと思いますので、お忙しいかと思いますが、日程調整を  

宜しくお願い致します。 

出席報告 

 

スマイル報告 

☆吉盛正春君－結婚記念を頂きありがとう。57 年共に

暮らしましたが、まだ目新しい事も発見します。あり

がとうございました。 

☆馬場節也君－誕生祝、結婚祝を頂きありがとうござ

います。ついに 80 の坂を登りつめました。余生はあと

幾日あるか分かりませんが、体力と気力の続く限り、

皆さんの奉仕活動の邪魔をしない様に過ごしていきた

いと思います。 

☆井料長敏君－誕生祝を頂き有難うございました。後期

高齢者の仲間になりました。元気で農業に励みます。 

☆興津立夫君－誕生祝をありがとうございました。井料

農園の野菜を頂き元気に過ごしたいと思います。 

☆飯野和男君－花見家族会で御婦人方の席に座らせて

頂き、会員へのマネジメントが良く出来ていることが伺

えました。しかし御主人方はしっかりガバナンスされて

いることも分かりました。喜ばしい限りです。 

☆堀之内弘昭君－結婚祝いを頂きありがとうございま

す。42 回目を迎えました。二人でお互い助け合ってい

きたいと思っております。この年になるとつくづく健康

の事が思われます。 

☆松元保君－先週の家族花見例会は楽しく過ごして頂

きまして有難う御座いました。 

☆末吉重栄君－誕生祝をありがとうございます。4/30

で 68 歳になります。 

本日計 114,000 円 累計 526,000 円 

 

米山奨学会寄付 

井料長敏君－誕生日を記念しまして寄付します。 

      100,000 円 

平塚五郎君－月初めに寄付します。 

累計 30,000 円 

 

 

会員数 31 名 前々回出席者 18 名 

出席免除 1 名 メークアップ 4 名 

出席会員 18 名 出席訂正率 75.86% 

出席率 60%   

4/16（火） 

次 年 度 委 員 会 別    

ﾌﾘｰﾄｰｸ② 

4/21（日） 

吹上浜海岸清掃 

4/30（火） 

クラブ定款休会 

月/日 クラブ 例会場 プログラム(△変更) 

4/10 

（水） 

鹿児島南 サンロイヤル ☆観桜会 

鹿児島西 山形屋 クラブフォーラム（会報・雑誌） 

鹿児島西南 ゆうづき 会員卓話 

4/11 

（木） 
鹿児島東 山形屋 

△岐阜サンリバーRC との合同

例会 4/12 に変更 

鹿児島北 
ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎ

ﾃﾙ鹿児島 

クラブフォーラム 

（会報・雑誌・広報・IT 委員会） 

鹿児島ｻｻﾞﾝｳｨﾝﾄﾞ  鹿児島東急イン 

ｹﾞｽﾄ卓話 (有)エムデンテクノ

パーキング 代表取締役    

田中藤雄様（鹿児島西 RC） 

4/11 

（木） 
鹿児島 山形屋 

定例夜間例会 

18：30～20：30 NHK 関係者 

4/15 

（月） 鹿児島中央 山形屋 

松田泉ガバナー補佐訪問 

「奉仕を通じて平和を」 

フリートーキング 

4/16 

（火） 
鹿児島城西 鹿児島東急イン 新入会員卓話 宇根達一朗君 

 


