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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

：伊禮 文雄 ☆ゲスト

：新垣会長 ・大城直樹様（㈱宣伝）上原慎次様紹介

：平仲 絢子 ・下地寅彦様（㈱宣伝）　　　　〃

：奉仕の理想・四つのテスト ・河村哲様（宮城富夫会員紹介（入会予定者）

：仲本 真由美 ・髙野美月さん（青少年交換派遣学生）

：大城 英明 ★ビジター

：新垣会長 ・喜納朝勝様（浦添ＲＣ）

：新垣幹事 ・上原慎次様（那覇南RC）

：新垣 真由美 ・徳物葉子様（札幌はまなすＲＣ）

：富田 真理子 ・山里将様（浦添ＲＣ）

：富田 真理子

：新垣会長

■会長挨拶　
■新垣会長

■ゲスト・ビジター紹介　平仲絢子会員

¥44,371

¥6,000 ¥1,235

今回前回

＊＊＊　第２４８７回　（２０２０年１月２２日）　例会報告　＊＊＊
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２月【平和と紛争予防/紛争解決月間】

 　 １．真実かどうか
 　 ２．みんなに公平か　　　

■例会プログラム

開 会 点 鐘

斉 唱

ゲストビジター紹介

会 長 挨 拶

ｴｺ思想推進宣言

出 席 報 告

閉 会 点 鐘
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委 員 会 報 告

幹 事 報 告

66.67%

■ニコニコの趣旨

34

¥200,000前 回 累 計

■地区大会みんなで力を合わせて頑張りましょ
う！（新垣 真由美）

免除会員
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出席免除者欠席数
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第2487回

¥43,136

累 計

出席報告

¥206,000

訂正出席率 85.29% 69.70%
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訂正算定分母 33

皆様こんにちは。
先日テレビで松下幸之助氏のドキュメンタリー番組
が放送されておりました。氏は日本を代表する企業
の松下電器産業（Panasonic）の創業者であり
「経営の神様」とも言われております。そして大阪
ＲＣの会員でロータリアンであったことは有名な話
です。テレビの映像で氏の背広の襟元にはパナソ
ニックの社章とロータリー・バッジが光り輝いてい
ました。「経営の神様」は多くの書籍と明言を残し
ておりますが、100年以上経った令和の時代でも
語り継がれており、そのどれもが職業奉仕の理念で
ある「One profits most who serves best；最
もよく奉仕する者、最も多く報いられる」と通ずる
ものがあります。
私が12年前に入会した際、職業奉仕について「本
業を疎かにしない事。ロータリー活動も大事だけど
本業第一、そしてロータリー活動。一生懸命仕事を
する事は必ず役に立つし、それが利益に繋がる。そ
してその利益を寄付や支援という形で社会に還元し
ていくこと、それがロータリーの職業を通しての奉
仕」と、わかりやすく教えて下さった偉大な先輩が
おられました。それは、比嘉行建先輩です。大変残
念なことに先週の木曜日にお亡くなりになりまし
た。ガバナー補佐も務められ、いつも気遣って優し
く声を掛けて頂いたことを今でも覚えております。
本日の例会後、行健さんの告別式に参加致します
が、今までの御礼を伝え、きちんとお見送りをした
いと思います。
最後にご生前のご功績を偲び心からご冥福をお祈り
申し上げます。
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■今日はありがとうございます。（無記名）

■虹水さん卓話ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　（茂宮 隆次）

■比嘉虹水さん卓話ありがとうございます。
比嘉行健氏のご冥福をお祈り致します。
　　　　　　　　　　　　　（新垣 義夫）

■今年もよろしくお願い致します。
　　　　　　　　　（山里将/浦添ＲＣ）

《2月ロータリー為替レート　＄１＝￥１10》

■出席報告

訂正出席者数



■新垣幹事 <本日＞
◆第２４８８回２月５日（水）理事会

ユンタク会

◆２月１２日（水）　振替休会

2/13開催地区大会と振替

◆第２４８９回２月１９日（水）

地区大会報告

◆第２４９０回２月２６日（水）　

【幹事報告】 卓話：比嘉盛吉会員

①地区大会協賛広告依頼について ◆第２４９１回３月４日（水）　理事会

卓話：富田真理子会員

◆第２４９２回３月１１日（水）

卓話：安里政晃氏（地区ロータリー財団委員）

演題：ロータリー財団について（予定）

【回　覧】 ◆第２４９３回３月１８日（水）　パドル

①ハイライトよねやま238号のご案内 卓話：仲本真由美会員

■他クラブ・地区からのお知らせ
【メークアップのお知らせ】

日時：3月4日（水）14：00～19：30

会場：ホテル椿山荘東京　4Ｆ　雅

登録料：12,000円

（敬称省略）

※浦添ＲＣ1/24（金）例会出席
・アラルコン朝子　・平仲 絢子
・仲宗根 義次　・仲本 真由美

※コザＲＣ1/31（金）夜間例会出席
・アラルコン朝子
・仲宗根 義次　・仲本 真由美

出席対象者：
白間弘造（ロータリーの希望の風地区委員）
城間幹夫（国際奉仕地区委員）
平仲絢子（青少年交換地区委員）
富田真理子（RYLA地区委員）
東江繁子（ロータリ財団地区委員）

■幹事報告

②「復興フォーラム」へのご参加・ご登録の
　　お願い方について

③東日本大震災被災地支援「気仙沼視察」の
　ご案内

■例会予定

※RLIパートⅡ（沖縄）講習会受講
・大城 英明　・岡江 保彦　・新垣 裕樹

社会奉仕委員会活動報告
「横浜DeＮＡベイスターズ花いっぱい運動」の様子（吉田明正委員長、大城英明委員）

2020-21年度地区チーム研修セミナーのご案
内



卓話：比嘉虹水会員　　　演題：今年度を占う

皆さんこんにちは。明けましておめでとうございます。
私、東洋易学学会沖縄本部に所属しておりまして、日々
色々な人にお世話になっている比嘉虹水でございます。
2020年「庚・子」かのえ・ね（12支・10干の組み合
わせで60年に1回廻ってくる）年です。今年は東京オ
リンピック・パラリンピックが開催されますが、60年
前にはローマオリンピックの開催がありました。
2017.18.19年この3年間は世界的に大きな変動があ
りました。それが終わって今年は12支の子から始まる
スタートの年です。今一番問題になっているのが政治経
済、軍事それに宗教が入ってきています。これから先の
世の中はどうなるのか？

第56期青少年交換派遣学生　髙野美月さんスピーチ

　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。

本日はドイツ語でのスピーチです。

1.こんばんは。　/　こんにちは。
 Guten Abend.　/　Guten Tog.

2.私は高野美月と申します。
 Ich heiBe Mizuki Takano.

3.私の学校は那覇国際高校で、私は高校2年生
で、17歳です。
Mein Schule ist Naha Kokusai Oberschule
und ich bin Oberschuler im sweiten Jari
und 17(siebzehn)Jahrea.

政治、経済、軍事、宗教。世界を制覇する人、世界を全て牛耳る人は誰か？これは定かではないです
が、きっと賢人が現れるだろうと言われています。これから先の日本はどうか？今までの日本のトッ
プに立っている方々達の背広姿にネクタイという典型的なものに代わり、型破りな人、個性的な人が
現れて来てこれからの日本を背負っていくことでしょう。そういう人たちが伸びてくる時代になるそ
うです。神の時代はどうなるか？光の時代になると言っています。自分自身を玉磨きをして日々精
進、努力をされまして、人類救済に身を向けて自分自身を極める事は大変大切な事であります。英語
で「Life is what do make off」という言葉があります。その意味は「人生は良くも悪くも自分の
心が決める」という事で、本人の心がけ次第です。どんなに良い年だと言っても自分が怠けたらよろ
しくない。「逆風には忍耐を持って、順調には用心しなさい」
今年は陽の金である「庚」と蓄財・多産の子年が合わさるので金運アップの年になります。
60年に一度の「庚」そこに9年に一度巡ってくる「七赤金星」が重なって180年に一度の金運アッ
プの年となっています。

8.私の趣味は旅行、読書、音楽を聴くこと、映画鑑賞です。
Mein Hobbys sind Reisen,Lesen,Musik horen und Filme gucken.

9.私はムーミンとディズニーの映画が好きです。
Ich mag Moomin und Disney-Filme.

10.私はドイツに行ったことがありませんが、ドイツの美しい街並みや自然が好きです。
Ich bin noch nicht in Deutschland,aber ich mag dos wundershone Stadtblid und die
Natur Deutschlands.

11.ドイツ語の勉強頑張ります。
 Ichwerde hart Deutsch lernen.

12.ありがとうございます。
Donke shon.

4.私のスポンサークラブは宜野湾ＲＣです。
Mein Sponsor Club ist Ginowan Rotary
Club.

6.私は日本の沖縄に住んでいます。
 Ich lebe in Okinawa,Japan.

5.私は今年の夏からドイツに行きます。
 Ich gehe fur 10(Zehn) Monate nach Deutschland.

7.沖縄は美しい海に囲まれています。そして小さな島です。
 Okinawa ist von einem wundershonen Meer umgeben und es ist kleine Inseln.



　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄タイムス掲載記事　　　　　　　　2020年1月18日（土）

　　　　　　　　　　　　　　　　　琉球新報掲載記事　　　　　　　　　2020年1月30日（木）


