
■委員会報告・報告・案内 ■例会予定
<本日＞
◆第２４３０回１０月３日（水）　理事会
卓話：照屋隆氏（宜野湾警察署長）
演題：地域の安全・安心の為に
◆第２４３１回１０月１０日（水）
卓話：比留間孝司氏（地区米山奨学委員長）
同行者：大浜勇人氏（地区米山奨学副委員長）
演題：米山奨学月間にちなんで

■例会プログラム ■幹事報告 ◆１０月１７日振替休会
：柏田 吉美 ■大城幹事 （10/16沖縄分区ＩＭに振替）
：仲吉副会長 ◆第２４３２回１０月２４日（水）

：伊禮 文雄 沖縄分区ＩＭ報告
：奉仕の理想・四つのテスト ◆１０月３１日休会
：許田 英子 定款第８条１節Ｃ項適用

：吉田 明正 ◆第２４３３回１１月７日（水）　理事会
：会長代行：仲吉 サダ子 ユンタク会（テーブルディスカッション）

：大城 英明 【幹事報告】 ◆第２４３４回１１月１４日（水）
：岡江 保彦、吉田 明正 外部卓話予定

蘇啓誠氏を偲んで：田中旨夫会員 ◆第２４３５回１１月２１日（水）
：白間弘造会員 移動例会（社会奉仕活動）道路清掃
：新垣 真由美 【回覧】①青少年奉仕情報第31号のご案内 ■報告 場所：普天満宮周辺　11：30～開始
：城間 幹夫 　⓶ハンガーゼロ・ニュース9月号のご案内 点鐘：12：30　普天満宮社務所　
：仲吉副会長 ■地区・他クラブよりお知らせ

■ゲスト・ビジター紹介　池田彩織会員 ＜例会変更のお知らせ＞
★ゲスト ・浦添ロータリークラブ
・遠藤町子様（遠藤茂敏様令夫人） 日付：10月12日（水）点鐘：18：00
☆ビジター 場所：DINING蔵RA（だにんぐくらら）
・遠藤茂敏様（台北城東ＲＣ） 　　那覇国際高校近く（TEL862-2876）
・安里政晃様　・名嘉義明様（那覇ＲＣ） ビジター費：5,000円（夜間例会へ変更）
・津嘉山伸様（那覇ＲＣ） 日付：10月19日（金）➡10月16日（火）
・喜納朝勝様（浦添ＲＣ） ※沖縄分区ＩＭへ変更

■会長代行挨拶
■仲吉副会長

日時：2018年10月16日（火）
　　　会議 10：30～12：30
　　　昼食 12：30～13：30
会場：パシフィックホテル沖縄
　　　クラブ奉仕　2Ｆ カネオ

※各委員長会議出席者名
①クラブ奉仕➡新垣（真）委員長、東江会長
⓶職業奉仕➡出席者なし
③社会奉仕➡岡江委員長、仲吉地区委員
　　　　　　白間希望の風地区委員
④国際奉仕➡平仲副委員長
⑤青少年奉仕➡富田委員長
　　　　　　　城間地区青少年交換副委員長
（五大奉仕4名、地区委員3名）

日時：2018年10月16日（火）
　　　登録開始 13：30～
　　　本 会 議 14：00～18：10
　　　懇 親 会 18：40～20：00
場所：パシフィックホテル沖縄2階
　　　　　　　　　　　「万座の間」

《10月ロータリー為替レート　＄１＝￥112》
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沖縄分区五大奉仕委員長会議

蘇啓誠氏の突然の訃報に黙祷を捧げます

ｴｺ思想推進宣言
会 長 挨 拶
幹 事 報 告

田中先生ようこそ！お元気でしたか？会えて嬉しいで
す。東江会長が急遽欠席との連絡が入りましたが、急
な事で私も戸惑いました。もう少し早く連絡して欲し
いものです。さて、ロータリーの友を見てみますと、
10/24は「世界ポリオデー」でアメリカのフィラデ
ルフィアにて開催されます。「ロータリアンのポリオ
撲滅活動をたたえる」という見出しで、「ロータリー
がポリオ撲滅活動を始めたのは、1979年フィリピン
でのワクチン投与が最初とされています。以降ロータ
リアンはあらゆる側面からポリオ撲滅活動を支援して
きました。世界に年に何十万件もあった野生株による
症例数は、昨年、史上最少の22症例にまで減少。
2018年は7月31日時点で13件（アフガニスタン10
件、パキスタン3件）これらの発症が全てゼロにな
り、その状態が3年間続くと撲滅となります。」
（ローターリーの友9月号30Ｐより抜粋）ポリオ撲滅は
国際ロータリーのテーマでございます。私達ロータリ
アンも、あらゆる地区、日本でも世界でも撲滅に向け
て皆さん勉強をして活動されております。この世界ポ
リオデーに向けて撲滅活動を更に推進してゼロに持っ
て行くように私達も頑張りたいと思います。

2018-19年度 沖縄分区ＩＭのご案内

安里政晃ＩＭ実行委員長（中央）

名嘉義明様/津嘉山伸様（ＩＭキャラバン隊）

岡江社会奉仕委員長
9/12社会奉仕活動への参加のお礼

吉田ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長
プログラム変更について

田中旨夫会員
故 蘇啓誠氏を偲んで

出 席 報 告
閉 会 点 鐘

卓 話

¥48,000 ¥16,996
第2428回

田中先生お久しぶりです。台湾ではいつもお世
話になります。ありがとうございます。
　　　　　　　　（遠藤茂敏/台北城東ＲＣ）

■ニコニコの趣旨

前 回 累 計

訂正算定分母 30 31
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宜野湾ロータリーの皆さん久しぶりです。私も
元気に台湾で頑張っています。（田中 旨夫）
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出席免除者欠席

¥56,000 ¥18,456
¥8,000 ¥1,460
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＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜　～　言行はこれに照らしてから　～

経済と地域社会発展月間/米山月間

例会№

　　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか
　　　２．みんなに公平か 　　４．みんなのためになるかどうか

2,427 2,428

　＊＊＊　第２４２８回　　（２０1８年９月１９日）　　例会報告　＊＊＊

司 会
開 会 点 鐘
ゲストビジター紹介

斉 唱
ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

委 員 会 報 告

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

出席者数 13

①2017-18年度決算書及び2018-19年度予算
書が承認されましたので会員の皆様へ配布致し
ました。ご確認お程宜しくお願い致します。

■田中先生おかえりなさい‼お元気で何よりで
ございます。ゲスト・ビジターの皆様お越し下
さいましてありがとうございます。安里実行委
員長、宜野湾ＲＣはＩＭ全員出席ですのでご安
心下さい。（仲吉 サダ子）

■田中先生お元気な姿に接し安心しました。田
中先生何時までもお元気であられますように！
蘇さんの突然のご逝去残念です。（許田 英子）

田中先生お帰りなさい。秋には台湾でゴルフを
予定しております。（天願 勇）

■多くのビジターを歓迎して！有難う御座いま
した。白間弘造氏の本日の卓話どうも有難う御
座いました。（比嘉 盛吉、宮城 富夫）

■出席報告

46.67% 64.52%

5

訂正出席者数

30 31
出席率 43.33%

訂正出席率

1

14

10月誕生月

おめでとうございます(^^♪

城間 幹夫会員（4日）

我謝 八重子会員（20日）

宮城 仲健会員（23日）



例会場： ラグナガーデンホテル　TEL: 098-897-2121 2018-19年度

例会日： 毎週水曜日　12:30～13:30 会長： 東江 繁子

事務所： 宜野湾市大山 2-9-25-2F 幹事： 大城 英明

TEL： 098-898-9000 会報委員長： 我謝 八重子

FAX： 098-898-0003

E-mail： info@ginowan-rc.org

皆さんこんにちは。小生は宜野湾ＲＣ会員でロータリー希望の風奨学金支援委員会委員の白間と申します。日頃は希
望の風奨学金支援委員会への協力を頂き心から感謝申し上げます。
さて、希望の風奨学金支援委員会と申しましても内容がよくわからない会員がおられる事と思いますが、これも無理
のない事と思います。これは7年前に遡る2011年3月11日東北地方一帯を襲った未曾有の大震災を皆様方記憶にあ
ると思います。漁船が陸上に打ち上げられたり、車が流されて、家が流され、そして多くの犠牲者がでた大震災でし
た。あの光景は決して脳裏を離れないと思います。その震災で片親あるいは両親を失った学業中途の遺児がいわゆる
岩手県、福島県、宮城県の3県で1700名余にのぼりました。心に深い傷を負い生きる希望を失いかけた遺児達、特
に次世代を担う青年達が進学の希望を絶つ事なく未来への夢を膨らます事。それが東北の真の復興をさせる大きな力
と確信し立ち上げたのが「ロータリー希望の風奨学金支援委員会」でありました。震災で両親、片親を失くした大学
生、短期大学生、専門学校生の生徒を対象に将来返済無しの月額5万円を卒業するまで給付するというプログラムで
す。それ以来、多くの奨学生が無事卒業し社会に出て立派に働かれております。後ほどその方々からの感謝の文章を
紹介したいと思います。希望の風奨学金支援制度は震災発生時2011年に0歳の子供達が大学を卒業するまでに22
年かかります。よって2033年の3月卒業までの期間、この事業は活動を継続していきます。この事業を成功させる
為には皆様方の温かい志に頼らなければなりません。これまで国内外からご支援を頂きました。特に台湾のロータリ
アンの皆様から早々に1憶2千万円の多額のご寄付を頂きました。この7年間で日本列島では地震や大雨による洪
水、土佐崩れ、特に最近の北海道大震災など自然災害が後を絶ちません。月日の経過とともに7年前の大震災への記
憶が衰えているのではないか気がかりでなりません。我々ロータリーが立ち上げた希望の風奨学金支援制度が終わる
33年まで継続維持するためには2憶3千万円の資金が不足しております。皆さんの力で、皆さんのご厚意で絶対に成
功させて頂きたいと存じます。ここで2通の文書を紹介します。

「4年間ご支援頂き本当にありがとうございました。専門学校に4年間通い無事卒業出来たのは皆様のご支援が
あったからこそ頑張ることが出来ました。高校卒業後の進学を諦めて就職の事しか考えていなかった時、進学のへの
道を選ぶことが出来た事、4年間の学生生活で色々な出会いや経験など皆様のご支援がなければあり得ませんでし
た。この4年間の学生生活は自分にとってプラスになりました。この様な経験が出来たのも皆様のお陰です。本当に
本当にありがとうございました。」（卒業生から寄せられた感謝の伝言：女性Ｍさん）

「この度お陰様をもちまして震災発生当時中学3年だった娘も無事短期大学を卒業する事が出来ました。震災当時
父親が行方不明となり先の見えない状況でしたが、皆様からのご厚意によりまして不自由なく勉学に励む事が出来ま
した。本当にありがとうございます。この春からは短大で取得した資格を活かして仙台市内の保育所に就職し社会人
としての生活をスタートしました。これから皆様方から頂いた心遣いを忘れず将来少しでも何らかの形でお役に立て
るような人間になってほしいと思っております。2年間大変お世話になりました。誠にありがとうございました。」
（2015.16年度に寄せられた奨学生と家族の声：短大生の母親）
本日は、地区委員として初めて卓話をさせて頂きました。この宜野湾ＲＣを皮切りに沖縄分区の各クラブに回って皆
さんにご支援をお願いしたいと思っております。気の毒な子供達がこうして立派に卒業して喜びの文章を下さると言
うのは本当に励みになります。当時の事を思い出すと、一つのシーンだけどうしても忘れられないテレビの映像があ
ります。津波が押し寄せてコンテナが、家が、車がと押し流さている中、高い崖の上からびしょびしょに濡れた中1
か中2生位の女の子がどこともなく向かって「お母さーん」と呼んでいました。その光景に胸が痛みました。未だ
かって絶対に忘れません。
最後に、本日は募金箱を用意して参りました。その募金箱に奨学生への寄付金を入れて順次回して頂きますようご協
力をお願い致します。
2033年と言いますと、後15年ですね。私はいくつになっているのかな？(笑)何はともあれ頑張って行きます。

　卓話：白間弘造地区委員
ロータリー希望の風奨学金支援について

2018-19年度クラブ会長テーマ：　キラリ輝こう！

主なテリトリー：宜野湾市、北谷町、中城村、北中城村
創立：1966年1月10日

国際ロータリー 第2580地区 宜野湾ロータリークラブ
Rotary Intenational District 2580 Rotary Club of Ginowan

職業宣言　２．天与の職業を愛情をもって育てることが、職業奉仕だ。

(第2429、2430回）
2018年9月26年度日、10月3日号


