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■例会プログラム
：吉田 明正
：岡江会長

：仲村 真二
：君が代・四つのテスト
：なし

：なし
：岡江会長所信表明
：平仲幹事

：地区委員・カウンセラー
：伊禮 文雄
：伊禮 文雄
：岡江会長

■幹事報告
■平仲幹事

【理事会報告】
①2020-21年度前期会費について
②2020-21年度組織図について
③2020-21年度予算書（案）について

⑥8/19（水）2500回記念例会について

■ゲスト・ビジター紹介

■出席報告

☆ゲスト
・クレシ エメン・シャキル アマド様
　　　　　　　　　　　　（米山奨学生）
★ビジター
・田中久光様（浦添ＲＣ/会長）
・山里将様（浦添ＲＣ/パストガバナー補佐）

■岡江年度頑張って下さい。（浦添ＲＣ/山里将）

■岡江会長年度の初日に「おめでとうございます」と
言いに来ました。協力して今年度を有意義なクラブに
して参りましょう。皆様、浦添ＲＣもよろしくお願い
申し上げます。（浦添ＲＣ/田中久光会長）
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■新会長素晴らしい所信表明、実現に向けて共に頑張
りましょう！（高橋清一郎）

■皆さん、前年度はありがとうございました！岡江会
長、平仲幹事、この一年よろしくお願いします！クレ
シエメンさんようこそ宜野湾ＲＣへ！（新垣 真由美）

■岡江新会長おめでとうございます。お互いに力を合
わせ例会を盛り上げて行きましょう。（白間 弘造）

■新年度スタートおめでとうございます。岡江会長の
下、新体制！皆様元気に頑張りましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　（仲村真二）

■岡江会長、平仲幹事の船出を歓迎致します。一年間
よろしくお願い致します。田中会長ようこそお越し下
さいました。感謝致します。（仲吉 サダ子）

■新垣真由美直前会長、幹事の新垣裕輝氏、1年間有
難度う御座いました。
新年度会長岡江保彦氏、幹事の平仲絢子氏、1年間宜
敷くお願いします。私もロータリーライフを楽しみま
す。又、米山奨学生のクレシ、エメン、シャキル、ア
マドさんを歓迎して。（比嘉 盛吉）

■皆様お久しぶりです。岡江新会長、平仲新幹事おめ
でとうございます。これからの頑張りをご期待申し上
げます。（アラルコン朝子）

■岡江会長おめでとうございます。今年度皆で頑張り
ましょう！クレシエメンさん沖縄でたくさん学び本国
へ持ち帰って下さい。新垣直前会長お疲れ様でした。
　　　　　　　　　（仲宗根義次、茂宮 隆次）

■岡江会長、平仲幹事おめでとうございます。1年間
よろしくお願い致します。新型コロナに負けぬ様対策
も考えましょう。今年のはごろも祭りは取りやめにな
りましたが色々お世話になりました。（新垣 義夫）委 嘱 状 交 付

④規定委員会（休会制度、名誉/栄誉会員の
　選定基準策定）の設置及び委員選任について

⑤創立55周年記念式典実行委員会の
　設置及び委員選任についてについて
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■ニコニコの趣旨

仲村真二親睦活動委員長
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■委嘱状交付 ■例会予定
<本日＞
◆第２４９５回７月８日（水）　
五大奉仕委員会活動計画発表
西村ガバナー補佐就任ご挨拶
◆第２４９６回７月１５日（水）　
各小委員会活動計画発表
◆第２４９７回７月２２日（水）　
各小委員会活動計画発表
７月２９日（水）特別休会
　　（定款７－１－ｄ適用による）
◆第２４９８回８月５日（水）理事会　
砂川夏海さん帰国報告会
◆第２４９９回８月１２日（水）　

◆第２５００回８月１９日（水）　
2500回記念例会
◆第２５０１回８月２６日（水）　
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

■他クラブ・地区からのお知らせ

日　時：7月8日（水）15：00～17：00
会　場：学士会館（沖縄分区はオンライン）
出席者：平仲絢子青少年交換委員

日時：7月17日（金）14：00～16：00
場所：ﾀﾞﾌﾞﾙﾂﾘｰbyﾋﾙﾄﾝ那覇首里城2Ｆ

【メークアップのお知らせ】
◎7/2（木）コザRC例会へ
　　　　　　　　東江繁子会員出席
◎7/3（金）浦添RC例会へ
　　　　　岡江会長、平仲幹事出席

■米山奨学生のご紹介

国　籍：パキスタン
誕生日：12月17日
奨学期間：2020/4/1～2022/3/31
住まい：宜野湾市内
学校：沖縄国際大学・学部課程・英米言語文化
研究テーマ：女性の社会進出

2020-21年度
第1回地区青少年交換委員会

城間幹夫会員
国際奉仕委員会　地区委員

東江繁子会員
ロータリ財団委員会　地区委員

平仲絢子会員
青少年交換委員会　委員

比嘉盛吉会員
米山奨学生カウンセラー

クレシ，エメン シャキル アマド　さん

2020-21年度
第1回地区青少年交換委員会



（1）三大目標について

（2）前年度の申し送り事項について
　　①名誉/栄誉会員の選任基準
　　②中和圓通ロータリークラブとの友好/姉妹クラブ締結
　　③コロナ感染症に伴う暫定処置（休会制度）
（3）（2）について
　　①に関しては、特別委員会を設け、設問いたします。

（4）55周年記念事業について

職業宣言　６．社員の福祉を図り幸福を希求することも、職業奉仕だ。

所信表明　岡江保彦会長

　　②については、両クラブとも機関決定しており、正式調印が残されております。
　　　よって、その方法等については早急に対処いたします。

　　③に関しては、ガバナーの通達のによるもので、各クラブが自主的に対応する事になって
　　　おります。従って、理事会で審議することにいたします。

　　今年度は、当クラブの創立55周年を迎えます。周年の節目として記念事業を行うべきかどうか
　　特別委員会を設置して審議いたします。

2020-21年度国際ロータリーのホルガークラーク会長は今年度
のテーマとして「ロータリーは機会の扉を開く」と発表しまし
た。赤・黄・青の3枚の扉で構成されたシンボルマークは「ロータ
リアンの親睦と信頼の上に、ロータリーの門戸を開放して、将来
の会員を迎え入れる機会にする」という意味に私個人として解し
ております。又、RI2580地区ガバナー野生司義光さんは「①会
員増強②公共イメージの向上③ロータリーデーの開催」の目標を
示されました。
当クラブとしてもロータリーの原点に立ち返り「何を、何のため
に、誰にするか」を問い直す契機となる年度の奉仕活動を推進し
ます。その観点に立ち、五大奉仕委員会を基軸として、共通する
課題を検討する拡大委員会を設置して対応する柔軟性が求められ
ております。

諸般の事情により前年度末に5名の退会届けを受理いたしました。今年度も諸状況が好転しない限り、多
大の期待は望めない面があります。しかし、逆境の中にこそチャンスを生み出す好機があると云われて
おります。
各地区の総人口に対するロータリー会員の割合で最も高いのが北海道で、最も低いのは残念ながら沖縄
であります。沖縄は礼を重んじ、ゆいまーる精神（互助）旺盛な県民性を帯有しております。従って
「公共イメージ」を高める広報活動及び地域に密着した奉仕活動を通じて一人でも多くの新入会員を迎
えることが可能であると確信いたします。
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