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ＲＩ会長：マーク・ダニエル・マローニー

2019-20年度ＲＩ会長テーマ

Rotary connects the world



＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜～言行はｋこれに照らしてから～

３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか

：城間 幹夫 ■新垣幹事

：新垣会長

：平仲 絢子

：奉仕の理想・四つのテスト

：許田 英子

：大城 英明

：新垣会長 【臨時理事会報告】

：新垣 裕輝 ①2019-20年度予算書（案）承認について

：仲村真二会員、仲宗根義次会員 ②沖縄分区クラブ分担金の承認について

：小委員会委員長 【幹事報告】

：吉田 明正 ①宮古島ＲＣよりゴルフのご案内

：國吉 一人 ②ＲＩ2580地区決算報告書のご案内

：新垣会長 【回　覧】

①ハイライトよねやま233号のご案内

☆ゲスト ②吉の浦総合スポーツよりお礼状のご案内

・仲本真由美様（アラルコン朝子会員紹介） ③ハンガーゼロニュース7.8月号のご案内

出席報告
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《8月ロータリー為替レート　＄１＝￥１08》

前 回 累 計

閉 会 点 鐘

■会長挨拶

第2467回

■ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介　平仲絢子会員

累 計

3

20

訂正出席者数 25

算定用会員数 32

出席者数

メーク
アップ

65.63%

3

21

2467

35

例会NO.

8月14日8月7日例会日

2466

会員数

幹 事 報 告

¥42,000

前回

出席免除者欠席数

35

■新入会員卓話仲村さん、仲宗根さんありがと
うございます。共にロータリーライフを過ごし
ましょう！小生の誕生日祝いありがとうござい
ます。（宮城 富夫）

■仲村さん、仲宗根さん本日は素晴らしい卓話
ありがとうございます。
楽しいロータリーライフにしましょう。
　　　　　　　（新垣 真由美、白間 弘造）

¥47,000

■出席報告

■仲村会員、仲宗根会員御二人の卓話ありがと
うございました。私は食事大好き！肉大好きで
す(^^♪（新垣 義夫）
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■ニコニコの趣旨

＊＊＊　第２４６７回　（２０１９年８月１４日）　例会報告　＊＊＊

会 長 挨 拶

ｴｺ思想推進宣言
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８月【会員増強・新クラブ結成推進月間】

 　 １．真実かどうか
 　 ２．みんなに公平か　　　

■例会プログラム
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斉 唱

■幹事報告

ゲストビジター紹介
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¥11,035
皆様、こんにちは。

昨日から旧盆に入り、初日のウンケー（お
迎え）、2日目の今日はナカヌヒー（中日）そ
して明日はウークイ（お送り）とウチナーン
チュの私達なら当たり前に知っているのです
が、昨日米軍の兵隊さんに「旧盆とは具体的
に何をするのか？」と聞かれ、知っている範
囲でお話したのですが、「ご先祖様をあの世
からお呼びしておもてなしをしてお見送りす
るのはとてもスピリチュアルな感じで素敵な
ファミリーイベントだど思うけど、なぜ3日だ
けなのか？たった3日でご先祖様は満足して
帰ってくれるのか？お送りの時に食べている
途中ならテイクアウト出来るのか？」などと
聞かれ答えに詰まってしまいました。宮司、
その答えをご存じでであれば是非ご教示下さ
いますようお願いいたします。
それでは皆様、旧盆中はご家族とごゆっくり
お過ごし下さい。

新垣真由美会長
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<本日＞
◆第２４６８回８月２１日（水）

会員増強卓話：白間弘造副委員長

◆第２４６９回８月２８日（水）

歓迎：台中ＲＣ様御一行様

　　※子供達によるバイオリン演奏会

◆第２４７０回９月４日（水）　理事会

卓話：山本詩子様（日本助産師会会長）

◆第２４７１回９月１１日（水）

卓話：ロータリーの友月間に因んで

副委員長：白間 弘造　　委員：平安座 唯盛 ◆第２４７２回９月１８日（水）

●活動計画 移動例会（社会奉仕活動）

場所：宜野湾市いこいの市民パーク

時間：11：30集合　12：30点鐘

◆第２４７３回９月２５日（水）

夜間例会（観月会）

場所：ラグナガーデンホテルプールサイド

時間：19：00点鐘

◆第２４７４回１０月２日（水）　理事会

卓話：天願勇会員

◆第２４７５回１０月９日（水）　

【メークアップのお知らせ】 米山月間卓話：米山学友又は地区委員

8/16（金）地区大会実行委員会へ出席 ■他クラブ地区からのお知らせ
・宮城ガバナー補佐、國吉分区幹事

・東江地区大会実行委員

8/19（月）那覇南ＲＣ例会出席 比嘉直子会員

日時：10月23日（水）7：00スタート

場所：エメラルドコーストゴルフリンクス

9/13（金）12：00～搭乗手続き 予約方法：各クラブ単位

　　那覇発－ソウル－ウランバートル着

9/14（土）10：00～セレモニー

　　セレモニー終了後キャンプへ出発

　 9/15（日）14：00ウランバートル帰着 日時：9月13日（金）10：00～12：00

9/16（月）  9：00～セミナー開始 場所：男女共同参画センター「てぃるる」

　　　　　　10：00～国会議事堂訪問 登録料：￥3,000

　　　　　　14：00～厚生省公式訪問 出席者：新垣会長、平仲親睦活動委員長

9/17（月）   6：40～搭乗手続き 　　　　大城クラブ研修リーダー

　　ウランバートル発－ソウル－那覇着

【参加者】東江繁子会員、岡江保彦会員

　　　　　宮城富夫会員、白間弘造会員

　　　　仲宗根義次会員、仲本真由美様

会員増強はクラブ会員全員で挙げて行い、各
会員でサポートする。会員数目標は40名以上
とする。
国際ロータリーに入会頂けるようにお誘いし
たいと思います。それには皆様のご協力が必
要です。よろしくお願いします。
私達ロータリーは退会者を出さない、思い留
めさせる義務もあります。
宜野湾ＲＣのみなさん！エイエイオーで頑張
りましょう！

■例会予定■会員増強委員会活動計画発表

沖縄分区ＩＭ宮古島ＲＣ開催に伴う
宮古島でのゴルフのご案内

※宮城ガバナー補佐、岡江会長エレクトは
9/13モンゴル行きと重なっているため今回は
見合わせとなりました。

グローバルプロジェクト
モンゴル訪問旅程

RLI 研修会開催の案内

会
員
企
業
広
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仲宗根義次会員卓話
皆さんこんにちは。私は昭和50年生まれの仲宗根義次で
す。沖縄市大里出身です。兄弟が5人で祖母を入れて8名
家族ですので、先程の仲村さんの次に大家族になります
ね。父は沖縄市市議会議員を32年務めておりました。い
つも父親の背中を見ながら育ってきた中、なぜ親父はこん
なに活動が出来るのか不思議な感じて思っておりました。
小2の時母親が交通事故に遭い全治3か月の重傷を負い入
院しました。私はおばあちゃんっ子だったので寂しいとい
う想いはありませんでしたが、全治3か月とされたのが何
と3年も入院しました。たまに外出許可で家に戻って来た
りしておりました。小5の家庭科の授業で教わった料理、
すまし汁、ご飯、ほうれん草のお浸しを家で作って一番に
母親に作ってあげたら、すごく美味しい卓話「自分の生い立ち」仲宗根義次会員

　職業宣言　１０．例会に出席して多くの人と職業上の理解を深めることも職業奉仕だ。

と褒められて、こんなに喜んで貰えるんだと料理に興味が湧いて来ました。母親のお陰で料理に携わる事に
なったと思います。小学校時代は色んな経験をしました。スポーツ青年団に入り宿泊研修を石川の青年の家で
受けたり、県外では鹿児島県にも行きました。研修内容は覚えていませんが、海が火山灰のせいなのか黒い、
砂も黒い「なんて汚い海なんだ」と思った事が印象に残っています。そして海外には西ドイツに3週間のホー
ムステイしながら研修を受けました。その年の11月にベルリンの壁が崩壊した事も印象に残っています。中学
に入ると2年生まで遊んでばかりいましたが、いよいよ受験を控えた3年生では人生最大に勉強しました。お陰
で無事コザ高校に入学する事が出来ましたが入った瞬間、燃え尽きてしまい又遊び始めました。高2の時母親
が亡くなりました。進路を悩んでいる時期でもありましたが、とりあえず大学受験をと安易な感じで受けて浪
人生となりました。浪人中はこちらラグナガーデンホテルで配膳のアルバイトをさせて頂きました。その時の
料理人の手際の良さにすごく感動した事を覚えています。そして料理を作る側になりたいと思い職業訓練校の
調理師専門学校に応募しました。面接試験ではラグナでの経験を素直にお話ししたら倍率10.7の壁を突破して
見事合格しました。そして琉球調理師専修学校で1年間学びました。15年程料理の世界にいましたが、知り合
いの紹介で恩納村と北谷町で焼き肉屋さんとステーキ屋を展開している店で店長を任されまして、そこでは沢
山の人からマネジメントの勉強をさせて頂きしました。そして初めて石垣牛の素材を触った時に、塩、コショ
ウだけでこんなに美味しいものになるんだと、調理学校で学んだソースだったり、調理方だったりあると思い
ますが、塩コショウだけでお客さんもすごく喜んで食べる食材って滅多に出会わないと思いました。その農家
さんが小売販売をしたいという事でご縁を頂きまして、石垣でお肉の勉強をさせて頂き現在「いしがきビーフ
本舗」を経営し石垣牛の普及に努めております。その他に大里通り会副会長という役職を頂きまして地域活動
に頑張っていたところです。それに伴って沖縄市商工会議所青年部に入会し、去年は県の代表理事として全国
を回らせて頂き交流を図って参りました。今後ともロータリー活動を通して色んな事を学んでいきたいと思い
ますので、皆様のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

さて、私が料理の世界に飛び込んだのは15歳の時です。「天皇の料理番」とか「帝国ホテルの料理人」に憧れ
て上京しましたが、1年程の修行を経て沖縄に戻り県内の高校に入学して学生生活を送りました。再び上京し
料理の腕を磨くべく修行をし、先輩方友人等からホテル業界の勉強をさせて頂き沖縄に帰って参りました。そ
の後15年程ホテル業界でお世話になり、念願であるホテルの総料理長も経験させて頂きました。2006年に脱
サラをして飲食と不動産の有限会社を立ち上げております。普天間で小さな居酒屋をしておりますが、こだわ
りが強くお店で使うグラスとか什器とかを自分で作っておりました。その中でこれは販売に繋がるのではと調
子づいて立ち上げたのが、先ほどお話しした贈答品製造販売会社です。2013年にはそれらの会社を統合しま
して「㈱かりゆし・21」という会社で現在に至っております。
2013年に宜野湾市飲食業組合を25年ぶりに設立し、現在理事長を2期務めております。会員数50店舗、賛
助会員数20事業所の合計70団体で活動を行っています。市内のイベントに積極的に参加したり、観光のＰＲ
をしながら全国大会にも参加しております。又、市の委任を受けて、料理教室（定員20名で年間40教室）を
開いております。宜野湾市国際交流協会とも連携を図り、年1回のクリスマスパーティーでは料理の提供を
行っております。2019年に飲食業組合全国大会がここ沖縄で開催されました。全国から1200人程の有志が
集まって盛大に大会を盛り上げる事が出来ました。そこで観光ＰＲを県内だけでなく宮古、石垣も含めてしっ
かりとやらせて頂きました。
宜野湾ＲＣに入会させて頂き非常に嬉しい限りでございます。今後も叱咤激励を頂きながらロータリーライフ
を楽しんでいきたいと思います。よろしくお願い致します。

卓話「観光と食育」仲村真二会員

皆さんこんにちは。新入会員の仲村です。私は宜野湾市喜
友名の出身です。親父は土木重機関係の仕事をしておりま
した。お袋は専業主婦で、10名という大家族の末っ子と
してごく普通の家庭で生まれ育っております。趣味は数多
くある中から最近はゴルフに集中しております。今の職業
は、2008年に立ち上げました贈答品製造販売業です。主
にブライダルに向けて製造販売をしております。沖縄の結
婚式の招待客は300人～500人規模で披露宴が行われま
す。そのギフト記念品として琉球ガラスに彫刻を施し、更
に、ゲストの名前を彫って製造する事を開発しましたが、
軌道に乗せるまでには大変苦労しましたが今は少しずつ契
約を頂けるようになっております。

仲村真二会員卓話


