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第 2116 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 2116 回例会です。 

本日、ビジター、ゲストはいらっしゃいません。 

師走になりました。何かとお忙しいことと思います。 

くれぐれも交通事故など、合いません様気をつけてくだ

さい。又、志学館の学生の感想が週報にありますので、

ご覧になって下さい。この年末の慌ただしい時期に衆院

選の選挙などを決めてしまいました。国会議員の先生方

本当に国民の目線で政治を行っているのでしょうか。 

原発だのＴＰＰの各党責任のない事柄を並べ、どんな国

が出来るのでしょうか。正に日本国は、四面楚歌の状況

なのに、真剣に考えているのでしょうか。また、その上、

高速道路のトンネルが天井崩落する、という考えられな

い様な事故も起きました。9 名の尊い命も失われ年末に

お気の毒な事です。御冥福を祈ります。 

さて、本日のプログラム年次総会です。ロータリーク

ラブ定款によると次期の会長エレクト、幹事、理事の選

挙となっていますので、後程、審議をお願い致します。 

 

会務報告 

●クリスマス家族例会について 

  日時：１２月１８日（火）１８：３０～ 

  場所：プラザＮ 武１－４－２ 

   

会費：５，０００円 

  出欠を回覧しておりますので、皆様のご参加宜しく

お願い致します。 

●新春合同例会について 

  日時：１月９日（水）１２：３０～１３：３０ 

  場所：サンロイヤルホテル ２Ｆ 太陽の間 

  出欠を、回覧しておりますので、皆様のご参加宜し

くお願い致します。 

 

出席報告 

 

本日のプログラム  「クラブ総会」 

①  理事会を最高決定機関とする。 

（役員人事など理事会で決定承認する） 

②  女性入会の件 

  出席会員数＝２１名、  賛成＝１８名 

  反対＝３名 

会員数 29 名 出席率 74.07％ 

病欠 1 名 前々回出席者 13 名 

出席免除 1 名 メークアップ 10 名 

出席会員 20 名 出席訂正率 85.18％ 

 

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 2117 回   №23 

平成 24 年 12 月 11 日（火） 

本日のプログラム 

会長・幹事 半期を終えて 
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  以上で女性の入会も認める 

③  前回決定して居りました小牧会員のﾉﾐﾆｰは

本人の健康がすぐれない為、辞退の申し込みが

有りましたので、人選は上原会長に一任する。 

「C.L.P について」 

飯野和男会員 

鹿児島東南ロータリークラブは、鹿児島ロータリーク

ラブをスポンサークラブとして昭和 44 年 5 月に創立さ

れた。同年 6 月に承認された市内 4 番目のクラブで 21

名のチャーターメンバーでスタートしています。創立当

時は「谷山ロータリークラブ」の名称であり昭和 49 年  

3 月鹿児島東南ロータリークラブに改名しております。

米国デラウェア州ネーマンスクラブと姉妹盟約を結び、

友好を深めたが、現在は台北グランドパークロータリー

クラブと交流を深めている所です。国際奉仕では、おは

ら祭りに外国人留学生を市内のローターアクトと共に

参加し親睦を深めたり、外国人留学生による日本語弁論

大会を開催し、国際理解に役立てたりしてきました。し

かし、今回は C.L.P、D.L.P の観点より組織に変化があ

り、新しいシステムになりました。奉仕プロジェクト部

門がそれで部門長鹿児島西クラブの古木圭介氏に組み

込まれ、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、新世代奉仕（ロ

ーターアクト、インターアクト、ライラ、青少年交換）

が共同して計画、実践して行くようになりました。ロー

タリークラブはあくまでも職業奉仕が主体で個人奉仕

がメインでありますが、会員減で個人奉仕から団体奉仕

になりかねません。当分は許すとしても信頼できる友人

を求め、相互理解を深め、財団は人を育てることを目

標にし、出来るだけ国際奉仕の部門は 3 年委員として

ほしいと宮崎西クラブの貴島健一郎補助金、ポリオプ

ラス小委員会委員長が語られています。そこで人を育

てるとは鹿児島には素晴らしい手本があります。生麦

事件を NHK で取り上げていましたが、観られた人も

多いと思いますが、あの事件に対する薩摩藩の対応は

幕府をしのいでいました。10 万ポンド（240 億）の賠

償を支払われました幕府に比べ、薩摩藩は 2 万 5 千ポ

ンドを支払うどころか英国と通商条約を結び薩長連合

を形成し、明治維新へとつなげています。薩摩藩には、

外交交渉にたけた庭方の重野、家老の小松は英国公使

を鹿児島に呼んだり、30 名の若者を留学させたり、有

効に機会をとらえました。殺傷されたリチャードは 28

歳で日英の橋渡しとして、生麦にまつられています。彼

は親孝行な人で仕送りを欠かさなかった人だったそう

です。薩英戦争では英国が薩摩藩の船を 3 艘とらえたこ

とで、口火が切られ発砲開始となっていますが、鹿児島

の民家は焼け、あたり一面火の海となり、死者 21 名に

なったとされています。英国側は官庁、副長以下 63 名

にのぼったそうです。英国が報復しなかったのは竹、木、

紙で作られた民家が焼けたのは人道的に英国が悪いと

英国議会が判断し、戦果として示した行為が、批判され

たからでした。維新を成し遂げて新生日本が地につき政

治の基礎を気づきかけた頃、西南戦争がはじまり薩摩人

の同士討ちが起こり幾多の英傑を失い、後継人材が少な

くなって今に至っております。会員の減少はロータリー

の存亡にかかわります。各委員会共同でプログラムをつ

くり、それに必要な人材を集めなければなりません。リ

ーダー育成に努め、ロータリーの存在を世間に知らせ、

会員同士楽しめる例会を目指したい。リーダー育成には

3 年委員が方法の一法と考えます。ロータリー財団の野

井倉委員のように他に類を及ぼすようなリーダーが出

来ることは素晴らしいと思います。国際奉仕は財団抜き

には出来ないと考えます。これを中心に職業奉仕、国際

奉仕、社会奉仕、新世代奉仕グループで考え行動を起こ

したいと C.L.P が出されたと思っています。 

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

＜新年合同例会＞ 

日時：2013 年 1 月 9 日（水）12：30～13：30 

場所：サンロイヤルホテル２Ｆ 太陽の間 

12/18（火） 

クリスマス家族例会 

18:30～ プラザＮ 

12/25（火） 

クラブ定款により休会 

1/1（火） 

祝日休会 

月/日 クラブ 例会場 プログラム(△変更) 

12/12 

（水） 
鹿児島南 サンロイヤル 

新春合同例会について 

多賀城 RC から頂いた DVD鑑賞会 

鹿児島西 山形屋 クラブ年次総会 

鹿児島西南 ゆうづき 年次総会 

12/13 

（木） 

鹿児島東 山形屋 年次総会 

鹿児島北 鹿児島東急ホテル  
クラブ協議会（ライラ関係） 

姉妹盟約改更の報告 

鹿児島ｻｻﾞﾝｳｨﾝﾄﾞ  鹿児島東急イン ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ（Ｒ財団委員会） 

12/14 

（金） 
鹿児島 山形屋 

△クリスマス家族会 

12/13(木)18：30～へ変更 

12/17 

（月） 鹿児島中央 山形屋 

ゲスト卓話 福田賢治様 

（維新ふるさと館館長） 

会員卓話  

川畑英樹君・坂元直人君 

12/18 

（火） 
鹿児島城西 鹿児島東急イン △クリスマス家族会 19：00～ 

 


