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第 2132 回例会報告 

 

会長挨拶 

会長 上原勝 

本日の例会はガバナー補佐、松田泉さんの訪問です。

宜しくお願い致します。先週は、仕事の都合で欠席しま

した。大事な検討事項でもあったのですが、申し訳ござ

いません。先々週の家族例会の折に交換留学生の事を皆

さんに御許しを承認頂いたのですが、今、日本の若者は

留学することをあまり好まない様です。隣の中国、韓国

の中流家庭では留学させるのが、常識になっているそう

です。ところで皆さん、「コンチャオラオレン」という

言葉をご存知ですか。日本語では「空巣老人」と書きま

す。中国読みで、「コンチャオラオレン」と言います。

そう云うと中国の事だと解りますね。その通り中国の事

です。今、中国で一番の心配ごとの 1 つであります。  

中国では、社会の高齢化が急激に進み、社会問題になっ

ています。中国では 60 才以上を高齢者としているそう

です。その数が、2011年に 1億 8,500万人、人口の 13.7%

で高齢者の多くが老夫婦が一人暮らしとなっていて、そ

の人達を「空巣老人」（コンチャオラオレン）と呼んで

いるそうです。その原因は、一人っ子政策で子供が少な

い、又は、子供が出稼ぎに出てしまい老人だけになった

家庭か、もう一つの原因は、中国の中流家庭では、子供

を留学させるのが常識化しており、自国で寂しい思いを

親はしている訳です。「中年空巣」豊かさと裏腹に問題 

 

 

があるようです。又、留学した子供が自国に帰ってこな

いケースも増えているとか。そうなると、益々「空巣老

人」が増えるという事になります。その点は、日本の若

者の様に海外に留学しないのも良い事なのか・・どうで

しょうか？ 

  

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。 

 

●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） 

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 2133 回   №38 

平成 25 年 4 月 16 日（火） 

本日のプログラム 

   次年度委員会別フリートーク 
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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：７名 

 

●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 

☆上原勝君－先週はすみませんでした。工事が受注でき

てその安全祈願祭でした。 

 

本日計 2,000 円 累計 528,000 円 

 

 

 

 

 

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

第 4 回ガバナー補佐会議報告 

2013 年 4 月 7 日（日） 

宮崎市にて 

次期ガバナー補佐 飯野和男 

１）2012-13 年度事業報告と総括 

  山下晧三ガバナー 

  ※DLP、CLP と G 補佐、部門長の関わり 

  RI 戦略計画 

   ・クラブサポートを強化 

   ・人道的奉仕の重点化と増加 

   ・公共イメージの認知度の向上 

 

 

財団の未来の夢計画 

 ・平和と紛争予防／紛争解決 

 ・水と衛生設備 

 ・基本教育と識字率向上 

 ・疾病予防と治療 

 ・母子の健康 

 ・経済と地域社会の発展 

新補助金制度の活用 

 ・地区補助金 

 ・グローバル補助金   クラブの活性化 

 ・パッケージグランド 

 

DLP 

 地区長期目標・計画（地区活動計画の指標） 

 部門委員会と部門間の連携 

  会員増強・クラブ管理・奉仕プロジェクト 

  ロータリー財団・米山記念奨学・公共イメージ 

 

地区戦略計画 地区運営委員会 地区未来の夢計画 

(6 部門長会議) (情報の共有化) (資金の使い道) 

 長期計画の継続と連携 

 地区委員会活動  ガバナー補佐任務 

           クラブ管理・活性化 

           ガバナーの理想を応援する 

           各委員会との連携 

 

CLP   クラブの長期目標・計画 

 効果的な活動・５カ年計画・・・出来ていない 

 会員の理解を得られたもの 

 クラブ活性化支援 

   クラブ研修リーダー 

     包括的研修体制の構築 

 委員会構成のみで活動がなかった・・ 

・・理解と実践が伴わなかった 

 64 クラブ中 20 名以下のクラブが 12 

 CLP は親睦と奉仕、財団の支援によってクラブの

意欲を昂め、地域の理解を得て仲間を増やそうと

する仕組みで、ロータリーが楽しくなければ仲間

は集まりません 

 

 

会員数 31 名 前々回出席者 15 名 

出席免除 1 名 メークアップ 2 名 

出席会員 19 名 出席訂正率 56.6% 

出席率 63.33%   

 



＜CLP についてのアンケート結果＞ 

鹿児島市内 採用２クラブ １クラブ部分採用 

奄美    次年度以降４クラブ １クラブ検討中 

      採用困難５ｸﾗﾌﾞ １ｸﾗﾌﾞ採用してない 

他区    採用１０クラブ 

      次年度以降５クラブ ３クラブ検討中 

      採用困難５ｸﾗﾌﾞ ３ｸﾗﾌﾞ検討してない 

宮崎    採用９クラブ 

      次年度以降５クラブ ４クラブ検討中 

      採用困難４ｸﾗﾌﾞ ３ｸﾗﾌﾞ検討してない 

 

会員増強へのプロセスに腐心し DLP、CLP がうまく

行くと会員増強がはかれることが理解されなかった。

組織図のみに留まり活動がなかった。 

ガバナー補佐は各クラブの要望を地区運営委員会迄

に聞いておく。 

 

２）2013-14 年度 基本方針と活動計画 

大迫三郎ガバナーエレクト 

 

 職業奉仕はロータリーの基本であり、その上で社

会奉仕を行うことと理解し、地域社会をはじめ社会

皆に豊かな人生を願うものである。役職を沢山持っ

ている人はなかなか出席出来ないが、ロータリーの

ブランドを負って活動されている。 

研修リーダーはクラブがどうあるべきかを考え委員

に、クラブに必要な研修をさせる、情報委員会とは

少し違います。 

 

３）活動報告と課題 

今年度ガバナー補佐 

  ※IM・RYLA・クラブ訪問 

・DLP・CLP はクラブにより理解度に差がある 

・IM は感動的で内容は素晴らしいが参加者が少ない、

会場設定、期日に考慮が必要、参加登録がされて

も出席が 0 のクラブもあった。 

・RYLA の参加が減っている。県内 3 ヶ所も一考。 

・クラブ訪問時例会が成立しないクラブがあった。 

4/21（日） 

吹上浜海岸清掃 

4/30（火） 

クラブ定款休会 

5/7（火） 

創立記念例会 

18：30～ 

月/日 クラブ 例会場 プログラム(△変更) 

4/17 

（水） 

鹿児島南 サンロイヤル 創立 55 周年について 

鹿児島西 山形屋 ☆賀寿の宴 18：30～ 

鹿児島西南 ゆうづき 
新世代の為のロータリー会議

報告 ﾌﾘｰﾄｰｷﾝｸﾞ 

4/18 

（木） 

鹿児島東 山形屋 会員卓話 

鹿児島北 
ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎ

ﾃﾙ鹿児島 

☆20（土）へ変更 

ＲYLA 黎明館 

鹿児島ｻｻﾞﾝｳｨﾝﾄﾞ  鹿児島東急イン 
クラブフォーラム 

（会報・広報委員会） 

4/19 

（木） 
鹿児島 山形屋 ＭＢＣ関係者 

4/22 

（月） 鹿児島中央 山形屋 

レディスデー例会 

ｹﾞｽﾄ卓話 家田明氏 

（日本銀行鹿児島支店長） 

4/23 

（火） 
鹿児島城西 鹿児島東急イン 未定 

 


