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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」

日 本 の ロ ー タ リ ー 誕 生
100 年 周 年 :2020/10/20

2020年9月23日号

第2500回

国際ロータリー

2020-21年度会長

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

：伊禮 文雄 ☆ゲスト

：岡江会長 ・砂川夏海さん（第55期青少年交換派遣学生）

：なし ・砂川尚之様、亜美様（夏海さんご両親）

：君が代・四つのテスト ・髙野美月さん（第56期派遣予定学生）

：なし ・髙野明華様（美月さんお母様）

：なし ・趙恩智（ジョ ウンジ）さん（米山留学生）

：富田 真理子岡江 保彦 ・平仲朱那さん（平仲絢子会員紹介）

：平仲 絢子 ★ビジター

：地区委員：平仲 絢子 ・西村眞一様（沖縄分区ガバナー補佐）

：仲宗根 義次 ・安里政晃様（沖縄分区ガバナー補佐）

：仲宗根 義次 ・緑間　禎様（沖縄分区幹事）

：岡江会長 ・名嘉義明様（沖縄分区幹事）

■会長挨拶 ・上原慎次様（地区青少年交換副委員長）

■岡江会長
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＊＊＊　第２４９９回　（２０２０年９月１６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

基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間

 　 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

清 聴

ゲストビジター紹介

■ゲスト・ビジター紹介　池田彩織会員

¥49,000

¥6,684¥71,000

■出席報告

《9月ロータリー為替レート　＄１＝￥１06》

31会員数
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本日は久しぶりにゲスト・ビジターをお迎えしての
例会であります。心より歓迎を申し上げますと共に
楽しくお過ごしになって頂きたいと存じます。さ
て、世界のロータリーの目的の一つに「奉仕の理念
に結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて
国際理解、親善、平和を推進する」ことが掲げられ
ております。この理念を具現化するために、ロータ
リー青少年交換事業の推進があります。その他、
ロータアクト、インターアクト、ロータリー青少年
指導者育成プログラム事業への参加者及び米山記念
奨学金受領者のロータリー学友の129,000以上に
対し、ロータリー財団は支援してきております。青
少年交換学生として派遣される者については、才能
と熱意があり、ロータリーについての知識を有し、
国際理解と世界平和を推進するビジョンを共有する
ことが求められております。本日ご出席の砂川夏海
さんは、先般、青少年交換学生のお1人としてフィ
ンランドに派遣されておりましたが、コロナウイル
スの世界的感染症拡大により残念ながら予定を変更
しての早めの帰国となりましたが、無事帰ってこら
れました。砂川さんの派遣に対しては、ご家族の皆
様、学校教育関係者及びロータリー関係者のご理解
とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
又、次回に派遣される那覇国際高校の髙野美月さん
さんも既にドイツに決定しております。地球儀を俯
瞰すると沖縄は一コマの点にしかみえませんが、青
少年が世界に飛躍して見聞きを広めることは、世界
の平和と安定に大きく寄与するものと確信致しま
す。今後とも我々ロータリークラブは青少年の育成
事業に積極的に取り組む所存でありますので、変わ
らぬご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げ
ます。

幹 事 報 告

出 席 報 告

委 員 会 報 告
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■帰国報告会ありがとうございました。
　　　　　　　　（上原慎次/那覇南ＲＣ）

■本日はお招きありがとうございました。
今後とも青少年奉仕にご協力をよろしくお願い
します。
　　（沖縄分区ガバナー補佐　安里政晃）
　　　　　　（沖縄分区幹事　名嘉義明）

■帰国報告会おめでとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
　　（沖縄分区ガバナー補佐　西村眞一）
　　　　　　（沖縄分区幹事　緑間　禎）
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<本日＞
◆第２５００回９月２３日（水）

第2500回記念例会

卓話：新本博司パストガバナー

演「：「2500回を祝して」

◆９月３０日（水）特別休会

（定款第7条第1節ｄ項適用）

◆第２５０１回１０月７日（水）　理事会

会員卓話：河村哲会員

演題：河村哲の半生と反省

◆第２５０２回１０月１４日（水）

米山留学生卓話：クレシ エメンさん

【幹事報告】 演題：「私について」

◆第２５０３回１０月２１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

◆第２５０４回１０月２８日（水）

當間正広氏（介護旅行うるま　代表社員）

【回　覧】 演題：未定

①ハイライトよねやま246号のご案内 ◆第２５０５回１１月４日（水）　理事会

会員卓話予定

◆第２５０６回１１月１１日（水）

安里政晃氏（地区ロータリー財団委員）

演題：ロータリー財団月間に因んで

◆第２５０７回１１月１８日（水）

玉栄章宏氏（吉田明正会員紹介）

演題：「電力の自由化について」

◆第２５０８回１１月２５日（水）

日時：9月16日（水）12：50～13：40 ユンタク会

会場：ラグナガーデンホテル2階明海の間 ■地区・他クラブよりお知らせ
主催：青少年交換委員会（沖縄分区） 例会変更のお知らせ

・コザロータリークラブ

1.開会の挨拶 日時：10月1日（木）➡10月2日（金）

場所：本願寺派　城徳寺　点鐘19：00

ビジター費：5,000円

2.ガバナー補佐ご挨拶 ※夜間例会＆観月会に変更

3.第55期派遣学生 帰国報告 日時：9月24日（木）15：00～16：30

会場：【東京側】ガバナー事務所

　　　【沖縄側】那覇ＲＣ事務局

4.第56期派遣学生 挨拶 出席者：宮城富夫委員

　　　（テレビ会議で沖縄から出席）

5.閉会の挨拶（御礼）

■例会予定■幹事報告

2020-21年度
第2回地区クラブ運営支援委員会のご案内

②2020年7月熊本豪雨災害支援金の報告
総額：3,055,000

①2020年7月福岡豪雨災害支援金の報告
総額：2,927,000

平仲絢子幹事

③第7回日台ロータリー親善会議福岡大会開催
中止のお知らせ

砂川夏海（昭和薬科大学付属高等学校3年）

国際ロータリー第2580地区
青少年交換プログラム（沖縄分区）

髙野美月（那覇国際高等学校3年）

上原慎次（地区青少年交換副委員長）

西村眞一様（沖縄分区ガバナー補佐）

2019-20年度
第55期「青少年交換派遣学生帰国報告会」

式次第

平仲絢子（地区青少年交換委員）

安里政晃様（沖縄分区ガバナー補佐）



第５５期　青少年交換派遣学生帰国報告会

　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。

上原慎次副委員長

砂川夏海さん

西村眞一ガバナー補佐 安里政晃ガバナー補佐 髙野美月さん


