
■幹事報告　　大城幹事 ■例会予定
■大城幹事 <本日＞

◆第２４４６回２月２７日（水）
地区大会報告
◆第２４４７回３月６日（水）理事会
卓話：宜野湾市社会福祉協議会
演題：未定

■例会プログラム ◆第２４４８回３月１３日（水）
：伊禮 文雄 卓話：仲宗根敦子氏（ＥＱ絵本インストラクター）

：東江会長 演題：未定
：新垣 裕樹 【理事会報告】 ◆第２４４９回３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）
：池田 彩織 場所：宜野湾市いこいの市民パーク

：吉田 明正 ⓶社会奉仕活動フードドライブ実施について 時間：11：30集合　12：30点鐘
：東江会長 ③中部地区青少年空手大会運営について ◆第２４５０回３月２７日（水）

：大城 英明 【幹事報告】 ユンタク会（テーブルディスカッション）
：吉田建二様、上山昭治様 ①確定申告用寄付金領収書の配布について ◆第２４５１回４月３日（水）理事会

：新垣 義夫 ■ご挨拶 ＰＥＴＳ報告
：富田 真理子 ◆第２４５２回４月１０日（水）
：東江会長 外部卓話予定

◆第２４５３回４月１７日（水）
☆ゲスト 卓話：伊良皆善子様（浦添ＲＣ会長）
・古市佳央様（オープンハートの会会長） 演題：未定
・友寄鈴子様様（城間幹夫会員紹介） ◆第２４５４回４月２４日（水）
・遠藤町子様（遠藤茂敏様令夫人） 地区協議会報告
・加賀谷朋様（二宮徹様御紹介） ■地区・他クラブよりお知らせ
★ビジター
・吉田建二パストガバナー（東京田無ＲＣ）
・上山昭治パストガバナー（東京武蔵野中央ＲＣ）

・土居岩生地区研修ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ（東京お茶の水ＲＣ） 日時：第1回　3月20日～21日（2日間）
・山里将パストガバナー補佐（浦添ＲＣ） 　　　第2回　5月8日～9日（2日間）
・田中久光地区社会奉仕委員長（浦添ＲＣ） 　　　いずれの日も10：30～17：00
・遠藤茂敏様（台北城東RC） 会場：「てぃるる」会議室・研修室
・二宮徹様（福岡城西ＲＣ） 登録料：各回￥4,000

■会長挨拶
■東江会長

日時：3月27日（水）登録開始12：00
　　　会議13：00～　懇親会18：45～
場所：ハイアットリージェンシー東京
登録料：10,000円
対象者：新垣真由美会長エレクト
　　　　宮城富夫ガバナー補佐エレクト

■出席報告

日時：4月23日（火）登録開始13：00
　　　本会議（第1部）14：00～15：00
　　　9部門別会議　　15：15～16：55
　　　本会議（第2部）17：10～17：50
　　　懇親会　　　　  18：00～19：30
会場：ハイアットリージェンシー東京

私、上山年度のモットーは”出会いを大切に”
でした。正にその通りで、こうやって皆さんと
お会いできて大変嬉しく思っています。

許田英子会員
沖縄県医科学研究財団より功労賞受賞のご挨拶

改めまして皆さんこんにちは。本日は吉田パス
トガバナー、上山パストガバナー、土居岩生
様、そして大勢のゲスト、ビジターの方々よう
こそ宜野湾ＲＣへ！感謝申し上げます。さて、
昨日は那覇ＲＣ創立60周年記念式典に行って参
りました。武藤杜夫さんの講演は沖縄の貧困問
題、青少年のいろんな問題に自ら歩み寄って解
決する方向で大変誠意のある方だと思って聞い
ておりました。色んな奉仕のやりすぎは逆に自
立を妨げてしまう”自立支援の為に僕は頑張っ
ている”の言葉が大変印象に残っております。
その後のマジックショーも素晴らしいものでし
た。那覇RCの歴史の紹介もありました。私達も
再来年は55周年を迎えます。その時の勉強にな
るかと思い、ひとつひとつ大事に聞いておりま
した。那覇RCは会員が76名いらっしゃるので
大変活発的でいい雰囲気の会でした。
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①2019-20年度地区大会コ・ホストクラブ
　引受けについて

■皆様今日は‼久し振りの出席です。嬉しさで一杯で
す。僕は久し振りの沖縄泊りで今日とても気分爽快で
す。元気で頑張っています。私のモットーは
”生涯青春”です！！（吉田建二/東京田無ＲＣ）

■吉田PG、上山PGを始め地区役員の皆様ようこそ宜
野湾ＲＣへ！古市さん、大変勉強になりました。あり
がとうございます。（宮城 富夫）

■本日の卓話の古市様、本当に感激しました。ありが
とうございました。吉田PG始め多くの方々にお越し
頂き感謝です！（アラルコン朝子）

■吉田PG他地区役員の方々ようこそお越し下さいま
した。私事ですが、この度医療功労賞を受賞しまし
た。皆様のご協力に感謝いたします。（許田 英子）

■卓話の古市佳央、家族への感謝と「みんなひとつの
家族」勇気ありがとうございます。ご来場のひとりひ
とりに感謝致します。（東江 繁子）

■吉田PG、上山PG、土居岩生様、他地区役員の皆
様、卓話の古市様ようこそお越し下さいました。感謝
いたします。（仲吉 サダ子）

■ 吉 田 PG 、 上 山 PG よ う こ そ ！ 私 達 は 2/21 の
RI2580地区大会に姉妹地区RI3482地区の1人とし
て出席させて頂きます。（遠藤茂敏/台北城東ＲＣ）

■白間さん、いつもお世話に成ります。人生100年頑
張りましょう！（土居岩生/東京お茶の水ＲＣ）

■お世話になります。2年前のガバナー公式訪問では
お世話になり、ありがとうございました。
　　　　　　　（上山昭治/東京武蔵野中央ＲＣ）

■本日は遅れての参加となりましたがよろしくお願い
します。（山里将/浦添ＲＣ）

■大・大・大好きな宜野湾ＲＣ！大先輩と共にメイ
キャップ。うれしいさぁー(^^いつもありがとうござい
ます。（田中久光/浦添ＲＣ）

吉田建二パストガバナー

ロータリー歴45年！願わくは100歳を目標にし
て”生涯青春”のモットーで自分の気持ちを活
性化させて頑張っていきます。是非、皆様方
ロータリーを大いに楽しんで下さい。

■ニコニコの趣旨

ｴｺ思想推進宣言

¥65,693
《2月ロータリー為替レート　＄１＝￥110》

2019/2/6 2019/2/13
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第2445回 ¥22,000 ¥1,630
累 計

出席者数 24 20
出席免除者欠席

■古市佳央様卓話ありがとうございました。我々もニ
コニコ笑顔で幸せを作りましょう。（新垣 義夫）

¥209,000
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＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜　～　言行はこれに照らしてから　～

平和と紛争予防/戦争解決月間

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

2444 2445

　＊＊＊　第２４４５回　　（２０１９年２月１３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

ご 挨 拶

会 長 挨 拶

■ゲスト・ビジター紹介　新垣裕輝会員

例会日

¥64,063

幹 事 報 告

対象者：会長、次年度会長、ロータリー情報
　　　　研修委員長、関心のある会員

　　沖縄分区ロータリー研修会
　　　　　（語り合って学ぼう）のご案内

2019-20年度PETSのご案内

地区研修協議会開催のお知らせ

対象者
2019-20年度会長、幹事、五大奉仕委員長、
ロータリー財団委員長、米山奨学委員長、ロー
タリー情報研修委員長・地区役員・地区委員

70.00%

訂正出席者数



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

古市佳央様

(第2446回）
2019年2月27日号

卓話：古市佳央様（オープンハートの会会長）
ワンファミリー（～みんなひとつの家族～）

皆さんこんにちは。ご紹介頂きました古市佳央と申し
ます。プロフィールの通り16歳の時に全身の41％に
及ぶ大やけどを負いまして、顔と手に大きな障害を残
すという経験を今から31年前にありました。人生が大
きく変わり、そこからひとつひとつ色んな事を乗り越
えて来ました。今日のテーマでもあります、人との繋
がり、人とのご縁を頂いて、又、家族の支えがあって
今ここに立たせて頂いております。私は「世界で一番
幸せな講演家」として全国で講演と歌を歌わせて頂い
ております。沖縄には何十回と来させて頂き、少年院
にも寄せて頂いたりとそんなご縁で講演させて頂いて
おります。まず僕の目指している世界、それはワン
ファミリーという設定で、みんなひとつの家族という

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　５．社員教育に熱意を注ぐのも、立派な職業奉仕だ。

テーマに歌も作り講演活動をしています。このワンファミリーとは何かというと、実は9年前にC型肝炎
になりました。何故今さら肝炎の病気に？それは31年前の事故の時、僕は大量の輸血をしております。
この輸血は自分の血液の量を遥かに超える輸血をしておりまして、何百人もの人から輸血を頂いた事を
思い出しました。僕は頑張って自分で幸せになって来たんだと思っていました。それはとんでもなかっ
た、実は沢山の方に見えない所で支えられて生きてきたんだという事にハッとさせられた瞬間でした。
その献血をして下さった方々に僕はお礼を言うことが出来ない。では、どうしょう？全ての人を家族だ
と思う、全ての人に感謝しようと思う気持ちになった時がその病気になった瞬間でした。それから人を
見る目が変わりました。もしかしたら、この人が命の恩人かもしれない、この人は命の恩人の家族かも
しれないと。そこからワンファミリーという事をうたい始めました。若い頃の事故の体験を少しお話し
ます。16歳の春、当たり前の1日の中でバイク事故を起こしてしまいます。バイクは大破、爆発炎上
し、僕は火だるまになりました。僕は41％この体を燃やしてしまう大やけどを負いました。意識不明の
状態で病院に運ばれました。意識が戻った時、激しい痛みが襲ってきて、消毒のお風呂に全身入れた時
は痛みを通り越して激痛で気絶してしまい、そこから意識不明の重体が続きます。その時家族が駆けつ
けて、僕の姿を見て泣き叫び、その目の前に横たわっている人は、朝見た状態とは全く違う状態でいた
その姿を見ながら、でも命だけは助かってほしいと願ったそうです。その願いがあってか僕は数日後息
を吹き返します。本当に見るも無残なやけどでした。最初自分の手を見た時恐ろしくて目を背けた。こ
れが人間の手かと恐ろしくなってしまいました。そして自分の顔を見る日まで、その日まで僕はずーと
泣き続けておりました。何で自分がこんな目に遇ったんだとこの運命を呪いました。そして自分の状態
を看護師さんに告げられたのです「この状態は元に戻らない。でも出来るだけがんばるからね」と僕に
とっては死の宣告です。「お前このまま一生生きていけ」と言われているようで、その時本当に耐えら
れなくて命を絶とうと思いました。でもどんなに命を絶とうとしても、絶つ勇気もない、骨盤も腕も折
れていて歩けない、舌を噛めば死ねるかも、でも怖くて噛めないそんな日々が続いて只々泣き続けて天
井を見ながら自分の運命を呪っていました。そんな時母親が支えてくれている訳ですが、その母に僕は
自分の顔をまだ見てない頃に「ねぇお母さん鏡を持って来てくれないか」っと、その時母は少し動揺し
ながら「でも今日は鏡持ってないから又今度持って来るね」と言って鏡を僕に見せてくれませんでし
た。その様子を見て顔も相当酷いんだなと自分で気付きました。実は自分の顔は全く昔の面影はありま
せん。昔の同級生とか親戚の目の前に僕が現れても僕と気づく人は誰もいません。その様に全く変わっ
てしまったので、母は僕に鏡を見せられなかった、ましては当時焼きただれてましたので。その後テレ
ビのインタビューに母が応えていて「あの時、鏡を見せてと佳央に言われた。でも鏡を見せる事が出来
なかった。もし見せたらこの子は死んでしまうんじゃないか、飛び降りてしまうんじゃないか、と思っ
て鏡を見せてやれなかった」そう泣きながら話してました。僕はその姿を見て涙が出てきました。あの
時うちの母はどんな気持ちでいたんだろう、物凄く辛かったんじゃないかと思いました。そんな母に支
えられて最初の入院は1年8ヶ月その1年8か月の間1日も来なかった日はなく毎日支えてくれました。僕
は本当に家族に対して感謝の気持ちを持たずに生きて来た人間でした。でも支えてくれる家族にありが
たさを知って行きます。そうやってトータル3年間の入院、33回の移植手術を経験して23歳で最後の手
術を経て社会に出ました。（続きは号外にて）

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


