
例会場： ラグナガーデンホテル　TEL: 098-897-2121 2020-21年度
例会日： 毎週水曜日　12:30～13:30 会長： 岡江 保彦
事務所： 宜野湾市大山 2-9-25-2F 幹事： 平仲 絢子

TEL： 098-898-9000 会報委員長： 茂宮 隆次
FAX： 098-898-0003

E-mail： info@ginowan-rc.org

創立：1966年1月10日

Rotary Intenational District 2580 Rotary Club of Ginowan

主なテリトリー：宜野湾市、北谷町、中城村、北中城村

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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ホルガー・クナーク

テーマ



＞＞＞　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 ・仲宗根妃奈様（仲宗根義次会員紹介）

：仲宗根 義次 ★ビジター

：我らが生業・四つのテスト ・渡慶次薫様（那覇東ＲＣ）

：なし ・迫 幸治様（那覇東ＲＣ）

：なし

：富田 真理子岡江 保彦 ■平仲幹事

：平仲 絢子

：小委員会委員長

：仲宗根 義次

：仲宗根 義次

：岡江会長 【幹事報告】

■会長挨拶
■岡江会長

【回　覧】

①ハイライトよねやま244号のご案内

②子供への学習支援基金理事長ご挨拶
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31会員数
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アップ
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一般会員

1
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¥5,000

7月8日例会日

¥0

前 回 累 計 ¥32,000

¥1,665¥37,000

■出席報告

《7月ロータリー為替レート　＄１＝￥１07》

出 席 報 告

＊＊＊　第２４９６回　（２０２０年７月１５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　仲宗根義次会員

■幹事報告　

訂正出席者数

30

24

算定用会員数

0

出席者数

30

出席免除者欠席数 1

今回

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

前回

第2496回

累 計

閉 会 点 鐘

■今日は、孫も一緒です。今日の良き日がいつ
までの続きますように！
　　　　　　　　　　（アラルコン朝子）

■ニコニコの趣旨

30

0

訂正出席率 80.00% 70.00%

出席率

免除会員

2

21

訂正算定分母 30

　　　　西郷の「敬天愛人」と職業奉仕
最近、私は京セラの創業者で日本航空の再建に尽力され
た稲盛和夫著「人生の王道－西郷南洲の教えに学ぶ」の
書に恵まれました。申すまでもなく、西郷は江戸城無血
開城、廃藩置県、明治政府の樹立に大きな役割を果たし
ました。波乱万丈な人生の中から多くの遺訓が残されて
おります。その一つに「敬天愛人」があります。何故、
私が西郷隆盛南洲翁に尊敬の念を持ち、親しみを感じ
取っていたのか。実は、私は鹿児島県奄美大島、龍郷に
生まれ小学校卒業まで過ごしました。私の生家の道向か
いに西郷の潜居がありました。屋敷はセンダンの木に囲
まれ、中央には西郷の石碑が建立されておりました。私
はそこでよく遊んだものです。また、床屋には西郷の肖
像と「敬天愛人」の書の額が掲げられておりました。当
時はそれ程意識しておりませんですしたが、帰京する度
毎に西郷の偉業と豊かな人間性の書に深い感銘を受けま
した。「敬天愛人」とは、天を敬い、人を愛するという
ことです。天を敬うとは、自然の道理、人間としての正
しい道、すなわち天道をもって善しとせよということで
あり、人を愛するとは己の欲や私心をなくし、人を思い
やる「利他」の心をもって生きるべしという教えです。
ロータリーは1905年、弁護士を職とする仲間によっ
て、その扉が開かれました。当初は、親睦を目的とした
社交の場であったが、会を重ねる毎に職業を通じて社会
に貢献する意識が高まりました。職業が対価を求めるの
に対し、奉仕は原則として対価を求めないものでありま
す。しかし、両者は相対立するものでなく、融合可能で
あります。人間としてのロータリアンは、自己心と利他
の心を持ち合わせております。すなわち、自立あってこ
そ他人の利に寄することが出来るのであって、決っして
他人の犠牲の上に成り立つものではないと考えていま
す。その意味において「敬天愛人」の思想でロータリー
の理念と実践は、時空を超えて不変であると思うのであ
ります。しかし、一方、天変地異によって生活様式が変
り、多様な価値観に対応することは、いつの時代にも求
められております。

■仲宗根 ファミリーおめでとうございます！
（茂宮 隆次）

■長男が1ヶ月を超える入院から自宅へ戻るこ
とが出来ました。（溜川 良次）

■岡江会長より、会長就任のご挨拶の書状をい
ただき、その激励にメイキャップさせて頂きま
す。（渡慶次薫/那覇東ＲＣ）

①東京ＲＣ創立100周年記念例会兼祝賀会
　中止のご連絡

2495 2496例会NO.

7月15日

出席報告

¥1,665



<本日＞
◆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）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

９月２日（水）お盆休み

◆第２５０２回９月９日（水）理事会

会員卓話：河村哲会員

■地区・他クラブよりお知らせ
例会休会のお知らせ

・石垣ロータリークラブ

とき：7月22日（水）

　　　第7条第1節（d）（1）による休会

■基本方針 ・コザロータリークラブ

とき：7月23日（木）
　　　祝日（海の日）につき休会
例会変更のお知らせ

・コザロータリークラブ

日時：7月30日（木）点鐘19：00

場所：オキナワグランメールリゾート2Ｆ

ビジター費：5,000円　（移動夜間例会）

■活動計画

■例会予定■地区委員委嘱状交付

クラブ運営支援委員会
宮城富夫委員

RYLA委員会
富田真理子委員

クラブ管理運営委員会
2020-21年間活動方針（骨子）

5月28日生まれ　河村哲会員
8月13日生まれ　東江繁子会員

おめでとうございます！

本日、入籍を済ませました。仲本から仲宗根
真由美に、そして娘の仲宗根妃奈です。よろ
しくお願いいたします。（お幸せに(^^♪

・会員増強目標を高く置き、強力に取り組む

クラブ管理運営委員会としては、上記基本方針を推
進するうえでの基礎となる、明るく楽しいクラブ造
りを目指して、

・親睦、友好、そしてロータリー情報研修会による
会員資質の向上

・クラブ例会のプログラム、卓話など充実したコミ
ニュケーションの場の構築に取り組み、小委員会の
活性化を推進してまいります。

ロータリーは「入りて学び、出でて奉仕せよ！」の
精神を培う場であります。学ぶために入り、学んで
出て地域で奉仕する。Ｉ Serveが基本です。

一方、近年ロータリー活動の課題としての”不易流
行”への取組強化として、2020-21年度野生司
DGにおいても、下記項目等協調されております。

宮城富夫委員長

クラブ管理運営委員会は、会長方針の原点に立ち返
り「何を、何のために、誰にするか」、、地域社会
のニーズ、グローバル化への対応を研鑽し、奉仕の
実践と効果的な支援策を目指します。

・地区クラブ奉仕委員会からクラブ管理運営支援委
員会へとステップアップ

・公共イメージ向上の推進
（分区ごとのロータリーデー開催推奨）

・My Rotary の登録推進（今こそ・My Rotaryで
つながろう！）。コロナ19対応

副委員長：白間 弘造
委　員：平仲 絢子、城間 幹夫



■2020-21年度クラブ管理運営委員会/友好クラブ委員会　委員長　新垣 真由美
副委員長：アラルコン朝子　委員：白間 弘造、宮城 富夫

■活動計画

■2020-21年度クラブ管理運営委員会/会員増強委員会　委員長　東江 繁子
副委員長：許田 英子　委員：宮城 富夫、アラルコン朝子

■活動計画

◎新入会員5名　　◎クラブ運営目標40名

①新会員の勧誘、参加促進

・入会候補者情報を管理する　

・新会員が溶け込みやすい環境作り

・若い世代を迎え入れるには（若い世代を理解する）

②現会員の退会防止

　 ・クラブの現状を評価するアンケート調査等

・活気あるクラブにする　・クラブ成長に役立つ資料

■2020-21年度クラブ管理運営委員会/ロータリー財団委員会　委員長　比嘉 盛吉
副委員長：白間 弘造　委員：高橋 清一郎、東江 繁子

■活動計画

■2020-21年度クラブ管理運営委員会/プログラム委員会　委員長　城間 幹夫
副委員長：仲吉 サダ子　委員：白間 弘造、伊禮 文雄

■活動計画

　職業宣言　７．業界の発展のために力を尽くすことも、職業奉仕だ。

2.2500回記念例会創立55周年記念式典・祝賀会の実施を踏まえて記
憶に残るプログラムの検討を進めていきます。

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。

1.友好クラブである東村山ロータリークラブの会員へ当クラブの
創立55周年記念式典に多くの参加を呼びかける。また、来年4
月に東京で開催される地区大会での交流会を図り更なる友好関係
を築いていく。

2.台湾の中和圓通ロータリークラブとの友好クラブ締結式を行
い、東村山ロータリークラブ同様積極的な交流を図り絆を深めて
いく。　　　　　　　　　　　　　　（7/8発表）

●活動方針－岡江会長の方針に沿って有意義な奉仕活動、楽しい例会
に参加する喜びをお互いが実感するプログラムの実施計画を進めて参
ります。

1）ロータリー財団の設立意義、目的を理解して貰い、ポールハ
リスフェローやベネファクター等への協力者を促進します。

2）ロータリー財団月間には、地区ロータリー財団委員の卓話を
行います。

1.楽しい例会、勉強になる例会とする為に外部卓話を積極的に企画し、
内部卓話、ユンタク会も適宜実施していきます。

3.前年度に引続き青少年交換プログラム及び米山奨学生のスポンサーク
ラブとして、青少年育成に関わるプログラムを計画していきます。

小委員会委員長活動計画発表


