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第 2108 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 2108 回例会です。 

今日はなんと云ってもこの話題でしょう。ノーベル生理

学・医学賞の受賞が決まった山中伸弥教授のことです。 

iPS細胞の作製、皮膚などの細胞から、作製し、身体の

あらゆる細胞や組織に成長できる性質を持つ細胞で 

再生医療の実現につながると云われています。まずは、

日本国中に明るいニュースとして報道されました。  

又、私達は、先週、日赤のホリスティックヘルスプラザ

に職場訪問をし、血液センターの様子や県民の健康促進

に利他の理念を持ち、従事されておられる方々がおられ

ることを知りました。私共でお手伝いできることは、 

献血運動に参加することではないでしょうか。御協力の

程、宜しくお願い致します。本日のプログラムはガバナ

ー公式訪問前の協議会です。クラブフォーラムのテーマ

が「CLP について」になっていますが、どんな事が  

議題になるか分かりませんが、CLP について勉強して

おきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

会務報告 

○ 次回例会「ガバナー公式訪問」について 

（今年度のガバナー公式訪問は鹿児島中央 RCと 

合同例会となる為） 

10月 16日（火）の例会を   

10月 15日（月）に変更致します。 

時間：12：00～14：30まで 

（通常と時間帯が変更されております） 

12：00 写真撮影⇒時間厳守でお願い致します。 

12：30～13：30 合同例会 

13：30～14：30 合同フォーラム 

場所：山形屋 7階 社交室 

※ お間違いのないよう、ご確認宜しくお願い致

します。 

 

○ 夜の会のご案内を回覧しております 

今回、ガバナー補佐を飯野会員が引き受けてくだ

さいました。 

感謝の意を込め、夜の会を開催したいと思います。 

各委員長さんはご出席いただきますようお願い

致します。また会員の皆様、多数ご参加頂ければ

と思います。 

 

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 2109回   №15 

平成 24年 10月 15日（月） 

本日のプログラム 

ガバナー公式訪問 

鹿児島中央 RCとの合同例会 
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日時：10月 23日（火）18：30～ 

場所：大同酒家 

ご出欠表に記載頂きますよう宜しくお願い致し

ます。 

● 本日の配布資料 

・ アッセンブリー（別冊あり） 

・ ロータリーの友 

・ ガバナー月信 

 

出席報告 

 

スマイル報告 

上原勝君－昨日、南国カントリークラブのグランドシニア 

選手権があり、チャンピオンになりました。今まで各クラスの  

２位、３位の経験はありましたが、１位は初めてでパットを 

打つ時はしびれました。 

内政季君－先週は職場訪問に所用があって欠席しました。

スマイルします。 

平塚五郎君－二年間の休会で会長、幹事、会員の皆様に

ご迷惑をおかけ致しました。体も、少しずつ快方に向かって

参りましたので、上原会長のご了承を頂き、本日の例会から

出席致しますので、会員の皆様の変わらぬご指導をお願

い申し上げます。 

平塚五郎君－誕生祝を頂きありがとうございました。 

渡海谷宗宜君－誕生祝いありがとうございます。今年で２９

才になります。２０代最後の年になりました。仕事、家庭に

今まで以上に頑張ります。 

小牧二郎君－日生より、10 月 16 日の貴ノ花の講演会チケ

ットを 6 枚もらいました。お好きな方は、遠慮なくお申し出

下さい。整理券がないと入れませんので、お帰りの際、  

下記申込書を小牧にお渡し下さい。 

 

本日計 20,000円 累計 318,000 円 

 

■ 2012年11月9日(金)

時　間 内　容 場　所

09：30 〜 16：00
（受付 8:30）

記念ゴルフコンペ 鹿児島空港36CC

13：30 〜 15：30
（受付 13:00）

地区指導者育成セミナー 城山観光ホテル（ガレリア）

16：00 〜 16：30 地区財務委員会 城山観光ホテル（カトレア）

16：40 〜 17：10
大会決議委員会

登録・資格審査・選挙管理
城山観光ホテル（カトレア）

18：30 〜 20：30
（受付 18:00）

RI会長代理歓迎大晩餐会 城山観光ホテル（ロイヤルガーデン）

■ 2012年11月10日(土)

時　間 内　容 場　所

07：00 〜 08：00 地区諮問委員会朝食会 城山観光ホテル（ガレリア）

10：00 〜 11：30
（受付 9:30）

ガバナー補佐・地区委員長・
クラブ会長・幹事協議会

市民文化ホール（4階市民ホール）

13：00 〜 15：20
（受付 12:00）

第一本会議 市民文化ホール（第1ホール）

15：40 〜 17：15 ＲＩ研修セッション 市民文化ホール（第1ホール）

13：00 〜 16：30 家族親睦プログラム 市民文化ホール玄関

18：30 〜 20：30
（受付 18:00）

会員交流大懇親会 城山観光ホテル（エメラルド）

11：00 〜 16：00 友愛の広場（職業奉仕の広場） 市民文化ホール（エントランス）

11：00 〜 16：00 ロータリー広報館（映像及び展示） 市民文化ホール（第2ホール）

■ 2012年11月11日(日)

時　間 内　容 場　所

09：30 〜 11：45
（受付 8:30）

第二本会議 市民文化ホール（第1ホール）

13：00 〜 14：40
（受付 12:30）

公開記念講演会 市民文化ホール（第2ホール）

16：30 〜 18：30 フェアウェルパーティー 鹿児島サンロイヤル　

08：30 〜 11：00 友愛の広場 市民文化ホール（エントランス）

2012-2013年度 国際ロータリー第2730地区 地区大会　大会日程

会員数 31名 前々回出席者 15名 

出席免除会員 2名 メークアップ 5名 

出席会員 20名 出席訂正率 68.96％ 

出席率 68.96％ － － 

10/23 日（火） 

フリートーク 

10/30（火） 

職業奉仕フォーラム 

若松委員長 

11/6（火） 

財団フォーラム 

野井倉委員長 

月/日 クラブ 例会場 プログラム(△変更) 

10/17 

（水） 鹿児島南 サンロイヤル 

第 4 回クラブ協議会 

ガバナー公式訪問 

西 RC・西南 RC 合同 

鹿児島西 山形屋 

ガバナー公式訪問 

南 RC・西南 RC 合同 

サンロイヤルホテル 

鹿児島西南 ゆうづき 

ガバナー公式訪問 

南 RC・西 RC 合同 

サンロイヤルホテル 

10/18 

（木） 

鹿児島東 山形屋 △職場訪問 

鹿児島北 鹿児島東急ホテル  △職場訪問 ラグーナ出版 

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（職業奉仕） 

10/19 

（金） 
鹿児島 山形屋 

△ 職 場 訪 問 例 会 18 ： 00 ～   

南国殖産㈱鹿児島ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ 

10/22 

（月） 
鹿児島中央 山形屋 レディースデー例会 

10/29 

（火） 
鹿児島城西 鹿児島東急イン 

△ｻｻﾞﾝｳｨﾝﾄﾞ RC との合同例会

25 日（木）18：30～に変更 

 


