
＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜～言行はこれに照らしてから～

３．行為と友情を深めるか <本日＞
４．みんなのためになるかどうか ◆第２４１３回５月２３日（水）

※夜間例会から昼例会（ラグナ）に変更

●５月３０日（水）休会

　（定款第8条第1節Ｃ項適用）

◆第２４１４回６月６日（水）　理事会

■幹事報告
：富田 真理子 ■茂宮幹事 ◆第２４１５回６月１３日（水）

：永山会長 クラブ協議会

：阿嘉 よね子 ◆第２４１６回６月２０日（水）

：奉仕の理想・四つのテスト 移動例会（社会奉仕活動）慰霊の日に因んで

：我謝 八重子 場所：宜野湾市いこいの市民パーク

：大城 英明 時間：10：30集合　11：00放蝶

：永山 雄一 ◆第２４１７回６月２７日（水）

：茂宮 隆次 【幹事報告】 夜間例会（永山年度最終例会）19：00点鐘

：東江 繁子、柏田 吉美 ①カラカラ会開催のご案内 場所：ラグナガーデンホテル

：宮城規眞氏 日時：5月30日（水）ＰＭ7：00～

：伊禮 文雄 場所：居酒屋割烹「普天間亭」

：伊禮 文雄 ②東京御苑ＲＣより例会日変更のお知らせ

日時：6月11日（月）13：30受付

☆ゲスト 　　　14：00開始～2時間程度

・宮城規眞様（柏田吉美会員紹介） 場所：ホテルロイヤルオリオン

・長嶺真輝様（柏田吉美会員紹介） 　　　各委員会の会場は当日確認の事

★ビジター 登録料：3,000円/1人（当日払い）

・友利敏子ガバナー補佐（那覇南ＲＣ） 対象者：東江会長

・上原慎次分区副幹事（那覇南ＲＣ） 　　　　永山職業奉仕委員長

・大原博様（那覇西ＲＣ） 　　　　アラルコン国際奉仕委員長

・二宮徹様（福岡城西ＲＣ） 　　　　吉田ロータリー財団委員長

　　　　茂宮米山奨学委員長　

■永山会長 　　　　クラブ研修リーダー

　　　　仲吉地区社会奉仕委員

　　　　白間希望の風奨学会委員

参加者：吉田建二研修リーダー

　　　：土居岩生研修サブリーダー

　　　：鈴木孝雄研修サブリーダー

　　　：田中久光社会奉仕委員長

※役職はすべて次年度役職です。

返信期日：6月4日（月）

日時：6月29日（金）14：00～16：00

会場：【東京側】ガバナー事務所

　　　【沖縄側】那覇ＲＣ事務局

　　　　　　　　沖縄側はテレビ会議

議題：次年度活動についての打合せ

出席対象者：白間弘造委員

返信期限：6月15日（金）

【メークアップ】

◆5/17圓通ＲＣ例会出席　田中旨夫会員

「2018-19年度 地区ロータリー希望の風奨
学金支援委員会」｛ロータリー東日本大震災
青少年支援連絡協議会」合同会議のご案内

皆さんこんにちは。
今日私は、かりゆしウェアを着てきました。
これは10年程前に作った宜野湾市独自のかり
ゆしウェアです。沖縄独特のかりゆしウェア
はどんな場面にも着用できるので非常に便利
だと思います。
本日は友利敏子ガバナー補佐、上原慎次分区
副幹事、浦添ＲＣから伊良皆善子さん、私共
の準会員二宮徹さんようこそ宜野湾ＲＣにお
越し下さいましてありがとうございます。そ
して今日は琉球の歴史についてパート2という
事で宮城規眞先生の卓話があります。前回聞
けなかった歴史のお話が今回聞けるという事
で楽しみにしておりました。宮城先生どうぞ
よろしくお願いいたします。又、琉球新報中
部支社から記者の長嶺さんお越し頂いており
ます、どうぞロータリーを楽しんで行って下
さい。

皆さんこんにちは。年4回クラブ訪問をするという
のがガバナー補佐の仕事のひとつであります。今日
は第4回目の訪問という形で皆さんにお会いしに
伺った次第です。先程から会員数が少ないというお
話がありますが、これは世界的にロータリーが抱え
ている悩みですね。特に若者世代のロータリアンが
少なくなってきて高齢化している現状には胸が痛い
（ウチアタイする）ところでございます。若い人た
ちにどうやってロータリーの素晴らしさを伝えて行
くか？ロータリーの110年の歴史をもった世界的
な素晴らし組織であることを是非その地域でその世
界でどれだけの奉仕活動を行っているかを伝えて頂
きたい。今日の卓話は宮城先生の琉球の歴史という
事で先の戦争の事を知らない人達が多くなってきま
したが、私は昭和19年10月17日に生まれまし
た。十十空襲の1週間後です。いつも母は言いま
す、予定日の10月10日から1週間遅れで生まれた
からあなたは生きています。だから世の中の為に何
か出来る事があるだろうと。何かと力不足でいる中
ロータリー活動にめぐり逢い何とか皆の為になるよ
うに、皆の地域へ社会奉仕をするという事で頑張っ
ています。宜野湾ＲＣの皆さん、特に女性の皆さ
ん、女性が活躍すると世の中が元気になります。ど
うぞ頑張って下さい。又、お会いできるのを楽しみ
にしております。どうもありがとうございました。
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■例会予定

■ニコニコの趣旨

青少年奉仕月間

 　 １．真実かどうか
 　 ２．みんなに公平か　　　

＊＊＊　第２４１２回　（２０１８年５月１６日）　例会報告　＊＊＊

■例会プログラム

沖縄分区会長・幹事会の報告

■地区・他クラブよりお知らせ

東江会長エレクト

■委員会報告

地区研修協議会（松阪順一年度）
欠席者対象研修会のご案内

ｴｺ思想推進宣言

ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

斉 唱

ゲストビジター紹介

司 会

開 会 点 鐘

会 長 挨 拶

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

出 席 報 告

¥493,000

2412

■会長挨拶

幹 事 報 告

委 員 会 報 告

■ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介　　阿嘉よね子会員

卓 話

前 回 累 計 ¥478,000

■宮城規眞先生琉球王統の歴史”朗々たる卓話"！
ニフェーデービル（天願 勇）

■宮城先生卓話大変勉強になりました。今後の
御活躍に期待しています。
友利ガバナー補佐、上原慎次分区副幹事、伊良
皆善子さん、二宮徹さん本日のメーク有難う御
座いました。（柏田 吉美）

■1年間いろいろお世話になりました。宜野湾
ＲＣのますますの発展をお祈り致します。（友
利敏子/那覇南ＲＣ）
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訂正算定分母 33 32

訂正出席者数 24 19

0

算定用会員数

出席率

メーク
アップ

一般会員

柏田直前会長

赤い羽根共同募金表彰式の報告

友利敏子ガバナー補佐

■スピーチ

69.70%

■櫻井パストガバナーより頂きました。報告いたし
ます。(^^♪。（白間 弘造）
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¥51,626

出席報告

《5月ロータリー為替レート　＄１＝￥108》

例会NO.

累 計



宮城規眞先生プロフィール

・首里赤田出身大正9年10月生まれ　・宜野湾市大山在住

・陸軍士官学校57期　　・米国オレゴン州立大学卒

・琉球政府立知念高等学校教諭　

【琉球歴史年代対照表・琉球歴代の王統を作成】

※琉球の歴史を学ぶサークル「さつき会」指導者

職業宣言　２．天与の職業を愛情を持って育てることが、職業奉仕だ。

　　　　　　　　　　卓話：宮城規眞先生（琉球歴史研究家）
　　　　　　　　　　演題：琉球の歴史について（第２話）

私は首里赤田の生まれでございますので時々沖縄の方言が出ます。「ウクタンビネービラニ」これは
「お疲れ様でございます」「お元気ですか」と言う意味ですので皆さんその言葉を覚えて下さい。皆さ
んよく「ご機嫌いかがですか」と言う挨拶に「チューウガナビラ」と言う言葉を使いますが、その使い
方は間違っています。たまに会う人或いは初めて会った時に、しかも室内でなく室外であった時
「チューウガナビラ」と言います。これは首里の言葉ですから首里で「チューウガナビラ」と言ったら
笑われますよ❣首里の言葉には「ニフェーデービル」とか「ウシリガフーデービル」とか沢山あります
が、これは別の機会でお話しましょう。さて、琉球の歴史の根本的なお話をしたいと思います。日本の
皇紀は平成30年5月現在2687年になります。これは日本書記に記された神武天皇が即位の年、西暦紀
元前660年前に当たるのを元年とし明治5年1872年に日本政府皇案で定まったものです。この西暦と
か平成とか皆さん毎日のように使いますが皇紀と言うのは使っていませんね。琉球最初の国王は天孫氏
の子天孫氏であるという伝説があります。それは王府の編集した「球陽」にも「天孫氏は乃ち天帝の長
子として初めて国君となり、天孫氏と称す」と記されております。天孫氏王統は25代、年数にして
17802間続きましたが、25代目になって利勇という家臣に滅ばされました。1180年の事です。次に
保元の乱に敗れた源為朝は伊豆大島に島流しされたが、平清盛を討つため今の熊本県の肥後から舟を出
したがあいにく台風に会いまして今帰仁間切りの運天港に漂着したのです。その後南部の大里按司の妹
を妻にして尊敦が生まれた。尊敦は舜天と名を改め、21歳で王位に就いた。これは沖縄の最初の国王
です。舜天王統は舜天～舜馬順熙～義本と73年間継承しました。その次に浦添てだこの英祖王、舜天
の後を継いだ英祖王統は英祖～大成～英慈～玉城～西威と90年間継承しました。3番目に今でも有名な
はごろもの察度王、察度王は武寧と親子で56年間王統を継ぎますが尚巴志に滅ばされ尚思紹王統が誕
生し64年間継承、第5番目王統、尚円王統は琉球王国最後の王、尚泰王までに410年間継承しまし
た。王統の合計36代で693年続きました。尚泰王の時に明治政府が出来まして、明治5年（1872年）
琉球藩に変わり、明治12年（1879年）4月4日に沖縄県となりました。沖縄県になって今年までに
139年になります。沖縄県の最初の県知事鍋島直彬は外務省から赴任してきた佐賀県出身で、お兄さん
が佐賀城の城主でした。それから大正、昭和と27代まで継承してきましたが、昭和20年1月に島田叡
が県知事になりましたが任期は6月23日沖縄戦終結の日となりました。その後沖縄は軍政府、民政府と
どんどん変わって行きますが、昭和21年に琉球大学初代学長の志喜屋孝信が沖縄県知事になりまし
た。その孝信さんから現在の翁長県知事で13代目となります。第一王統（舜天王）より数えて5代王統
36代693年、知事（明治12年～）27代66年、知事（昭和20年～）13代73年、合計76代832年の
歴史となります。こういう風に沖縄の歴史と言うのは継承してきたわけです。話は変わりますが、平成
27年に皇太子妃殿下が久高島にお見えになり、私がご案内致しましたが、1台のバスで警備も最小限に
抑え2時間でお帰りになりました。忘れられないのが、2006年9月3日秋篠宮殿下が沖縄県に来られた
際に古宇利島に行かれました。その時に歴史の先生の外間守善さんと一緒にご案内しましたが、特に申
し上げたいのは、日本最初の天皇、神武天皇は今帰仁村古宇利島のご出身です。ここから天皇陛下第1
号がお生まれになりました。今生天皇（平成天皇）は125代天皇陛下でございます。又、機会がありま
したら色々お話させて頂きますが、今日はこれで勘弁して下さい。
ありがとうございました。

※琉球歴史、民族史、習俗と信仰、沖縄の年中行事、祭り等
を専門とし沖縄県教育委員会、各市町村教育委員会、本県及
び他県大学、教職員研修、各地域の公民館等で講演

宮城先生の2回目の講演つきましては、前回の卓話が終わった時
点でもう少し琉球の話がしたかったのにと非常に残念だというお
話があり本日の卓話となっております。先生は99歳になられま
すが、この力はどこから持って来ているのか！皆さん見てくださ
い今日先生のテーブルの前に食事は用意されていません。意地悪
している訳ではなく、先生は1日1食という事を50年以上も貫い
て来ているそうです。1日1食でこのパワーですから1日3食取っ
ている私達はもう少し頑張らなくてはと思います。では、宮城先
生宜しくお願い致します。
　　　　　　　　　　卓話者紹介：柏田プログラム副委員長

例会場：ラグナガーデンホテル ｔｅｌ：098-897-2121 会長：永山 雄一
例会日：毎週水曜日 12：30～13：30 幹事：茂宮 隆次
事務所：宜野湾市大山2-9-25-2Ｆ 会報委員長：仲吉 サダ子
TEL：098-898-9000 FAX：098-898-0003 E-mail：info@ginowan-rc.org

２０１８年５月２３日（第２４１３回）

クラブテーマ：変化をもたらす

「MAKING A DIFFRENCE」
２０１７－１８年度 国際ロータリー会⻑テーマ


