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2020-21年度クラブ会長テーマ：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」
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＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜～言行はｋこれに照らしてから～

３．行為と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか

：吉田 明正 ☆ゲスト

：岡江会長 ・浦崎洋子様（アラルコン朝子会員紹介）

：仲村 真二 ★ビジター

：奉仕の理想・四つのテスト ・西平様眞一様（沖縄分区ガバナー補佐）沖縄分区ガバナー補佐　西村眞一様

：なし ・沖縄分区 分区幹事　緑間禎様

：なし

：富田 真理子岡江 保彦 【幹事報告】

：平仲 絢子 ①第19回ロータリー全国囲碁大会のご案内

：五大奉仕委員長 ②ロータリー文庫ＷＥＢサイトのご案内

：仲宗根 義次 【回　覧】

：仲宗根 義次 ①東京江北ＲＣ例会スケジュールのご案内

：岡江会長 ②ハンガーゼロニュース7月号のご案内

■会長挨拶
■岡江会長

今回

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

前回

第2495回

累 計

閉 会 点 鐘

■西村様、緑間様、おめでとうございます。宜
野湾クラブ宜しくお願いします。
　　　　　　　　　　　　　（仲村 真二）

■ニコニコの趣旨
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＊＊＊　第２４９５回　（２０２０年７月８日）　例会報告　＊＊＊

会 長 挨 拶

ｴｺ思想推進宣言

司 会

ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

 　 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

清 聴

ゲストビジター紹介

■ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介　仲村親睦委員長

■幹事報告　　平仲幹事

幹 事 報 告

活 動 計 画 発 表

■西村ガバナー補佐、緑間分区幹事、ようこそ
お越し下さいました。一年間よろしくお願い申
し上げます。（仲吉サダ子、茂宮隆次、アラル
コン朝子、新垣義夫）

■ガバナー補佐西村眞一氏、分区幹事緑間禎氏
を歓迎して（比嘉 盛吉）

■一年間よろしくお願いします。
　　　　　　　　ガバナー補佐　西村眞一
　　　　　　　　　　　分区幹事　緑間禎

31会員数
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一般会員
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24

先週、浦添ＲＣの例会に平仲幹事と共に出席致しま
した。首里の高台に聳えるホテルの最上階の会場か
らは晴天の下、海の彼方に島影を眺望する事ができ
て心が和らぐ思いが致しました。例会では新年度の
初回でもあり、会長幹事及び各担当委員長が次々と
登壇し新年の活動方針を発表されました。発表者は
もとより出席会員1人1人がロータリーの理念と実
践を強く自覚されている様子を伺い知ることがで
き、認識を新たに致した次第でおります。ところ
で、各クラブが共通している課題は、会員増強と退
会防止であると考えております。今般の世情を反映
して退会者が通常より増加している現状に対し、地
区ガバナーから休会制度を設けたらどうかとの提案
がありました。会員補強あるいは増強は健全な会務
運営上必要不可欠であり、その上、地域の福祉事業
にも貢献できますし、併せて公共イメージの向上に
も寄与するものであります。「ロータリアンとロー
タリークラブとの関係」は「木と森との関係」に類
似する面があります。ロータリアンはロータリーク
ラブを構成する一員であります。老若男女、家柄、
土地柄、思想、感情を問わず、又、各々が価値観を
認め合うことによってクラブを形成し、人類の平和
と繁栄に持続可能な活動を行うことが出来るのであ
ります。一方豊かな森の中には色々な草木が密集し
樹立しております。草木はすべて同じものとばかり
とは限りません。多種多様の草木が豊かな森を形成
し、我々人類に自然の恵みを授けております。私は
「入りて学び、出でて奉仕せよ」という固い事は申
し上げるつもりはありません。ただ、会場内の「四
つのテスト」だけは終生、大事なテストであると思
います。以上、ご清聴ありがとうございました。

73.33%

2

¥16,000

7月1日例会日

¥0

前 回 累 計 ¥16,000

¥1,665¥32,000

■出席報告

《7月ロータリー為替レート　＄１＝￥１07》



<本日＞
◆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）

　　（定款7-1-d適用による）

◆第２４９８回８月５日（水）

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）　理事会

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

９月２日（水）お盆休み

■地区・他クラブよりお知らせ
【メークアップ】

◇日時：7月8日（水）名護ＲＣ例会

・東江繁子会員、阿嘉よね子会員

　　　

主催：地区青少年交換委員会（沖縄分区）

日時：8月5日（水）12：30点鐘

　 　・帰国報告会　12：50～13：30

場所：ラグナガーデンホテル2階（例会場）

ゲスト・ビジター費：2,000円

参加案内先：
①帰国学生（第55期）とご家族

②次年度派遣予定学生（第56期）とご家族

③学生在籍校の校長並びに担当教諭

④ＲＯＴＥＸメンバー

⑤本年度米山奨学生

⑥沖縄分区各ロータリークラブ全会員

式次第：
1.開会の挨拶及び出席者のご紹介

2.パストガバナーご挨拶

3.第55期派遣学生　帰国報告

4.第56期派遣予定学生　挨拶　

5.閉会の挨拶（御礼）　

沖縄分区ガバナー補佐　西村眞一　様

平仲 絢子

石川正一パストガバナー

砂川 夏海

高野 美月

上原慎次地区青少年交換副委員長

■例会予定■就任ご挨拶

皆さん、こんにちは。那覇東ＲＣの西村と申しま
す。今年度沖縄分区ガバナー補佐を仰せつかりまし
た。もう一人那覇クラブの安里さんと沖縄分区のお
世話する事になりました。私は宜野湾クラブを是非
お世話したいと安里さんに申し出て担当させていた
だく事になりました。昨年10月からガバナー補佐
勉強会で上京し一生懸命勉強して参りましたが、コ
ロナの影響で2/25が最後となり、3月のPETS、4
月の地区研修協議会が中止となり大変な状況の中で
のスタートとなっております。沖縄分区はこうして
例会が再開されておりますが、東京ではまだ例会再
開がままならないクラブもあれば、再開したとして
も縮小、或いは少人数で開催するとという状況で
す。こういった中沖縄は少しロータリー活動が出来
るかなっと思っておりましたが、今日ついに感染者
が出ましたので、また緊張感が少しでております。
さて、2580地区野生司ガバナーのテーマはガバ
ナー月信7月号にも掲載されておりますが、1会員
増強、2ロータリークラブの公共イメージ向上、3
ロータリーデーの開催（13分区）となっておりま
す。昨今のコロナの影響で会員増強は難しいものが
あり、逆に退会防止策を強化し、落ち着いたら会員
増強を是非頑張って頂きたいなと思っております。
これからも宜野湾クラブのノウハウを学んでいき他
クラブへ伝授したいと思いますので勉強させて下さ
い。本日は就任ご挨拶という事で私と1年間一緒に
やっていきます分区幹事の緑間さんを紹介します。
緑間分区幹事にも教えてもらいながら頑張っていき
ますので宜しくお願い致します。

国際ロータリー第2580地区
青少年交換派遣学生

「帰国報告会」のご案内

沖縄分区 分区幹事　緑間禎　様

皆さん、こんにちは。只今ガバナー補佐から紹介を
頂きました那覇東の緑間でございます。宜野湾ＲＣ
は個人的にも色んな意味で大好きなものですから、
是非とも宜野湾さんをやりたいと思っておりました
ら上手く宜野湾クラブを担当することになり西村ガ
バナー補佐に改めて感謝致します。岡江会長、平仲
幹事と共に決して今回限りではなく、とにかく楽し
いロータリーライフを過ごしたい、西村ガバナー補
佐の手足となって、とにかく1年間頑張りますの
で、ガバナー補佐共々宜しくお願い致します。ガバ
ナー補佐に言えないことがありましたら直接私に連
絡してください。



■2020-21年度奉仕プロジェクト/職業奉仕委員会　委員長　新垣 真由美

●基本方針

●活動計画

1.新入会員の職業についての卓話や職場訪問を行い、会員相互の更なる理解を深める。

2.「四つのテスト」「職業宣言」を常に意識して日々の仕事やロータリー活動に取り組むよう心掛ける。

■2020-21年度奉仕プロジェクト/社会奉仕委員会　委員長　仲宗根 義次
●活動方針

■活動計画

1）地域と連携交流を深めながら、清掃、草刈作業を年４回実施する。

　　平和祈念のオオゴマダラ放蝶事業を今年度も維持管理する。

3）引き続き例会で「エコ思想推進宣言」の唱和を行う。

■2020-21年度奉仕プロジェクト/国際奉仕委員会　委員長　アラルコン朝子
■活動計画

1）宜野湾市国際交流協会への支援

　積極的に行事に参加する事で宜野湾市の国際交流の発展に協力する。

2）国際協力機構沖縄センターとの交流

　世界各国から勉学に勤しむ学生達への支援交流を図る。

3）台湾中和圓通ＲＣとの友好クラブ交流

　昨年、締結がなされたので、更なる交流を通して情報共有を図る。

4）地域外国の方々との交流

　コロナ渦の中難しい所はあるが、出来る限りの活動はしていく。

■2020-21年度奉仕プロジェクト/青少年奉仕委員会　委員長　國吉 一人

■活動計画

2）ROTEXを活用し青少年交換プログラムの情報提供を行う。

3）RYLAへの参加者を募り、積極的に支援する。

五大奉仕委員長活動計画発表

2）花いっぱい運動、フードドライブ等地域の公共団体等が主催する
　　ボランティア活動へ参加協力する

　職業宣言　１０．自分の職業の水準を高めるように努力することが、職業奉仕だ。

●活動方針－ロータリー活動を通して将来のリーダーとなる得る
　　　　　　青少年の育成を支援する。

1）昨年はコロナの影響により青少年交換派遣が中止となり順延となり
ましたが、今年も引き続きｽﾎﾟﾝｻｰｸﾗﾌﾞとして積極的に支援する。

4）その他、青少年奉仕に関わる案件があれば内容を検討し、可能であ
れば支援していく。

　前年度は会長職を拝命して大変貴重な経験をさせて頂きました。特に
後期はコロナ渦の中、クラブを運営していく事の難しさや、当たり前の
大切さなど沢山の学びや気づきが得られました。

　今年度職業奉仕委員会の基本方針として、岡江会長の方針で示されま
した”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いたします。”を踏まえ、
職業奉仕委員会としてどう取り組んでいくべきか考え、職業奉仕の基本
である職業を通じて社会に貢献出来るようこの一年努めて参ります。

　地域社会環境の保全に努め、地域の人々が快適に生活できる活動を支
援する。


