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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

：岡江会長
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：我らが生業・四つのテスト
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：なし

：富田 真理子岡江 保彦

：平仲 絢子

：平仲 絢子 ☆ゲスト

：新垣 義夫 ・クレシエメンさん（米山奨学生）

：新垣 義夫 ★ビジター

：岡江会長 ・新本博司パストガバナー（那覇ＲＣ）

■会長挨拶

岡江保彦会長
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地域社会の経済発展月間/米山月間

 　 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

幹 事 報 告

出 席 報 告

委 員 会 報 告

本日は、パストガバナー新本博司様をお迎えして、2500回目の記念すべき例会を開会するに至りま
したことに、会員と共に喜びを表したいと存じます。パストガバナーには後ほどご講話を賜りたくよ
ろしくお願い申し上げます。

さて、当クラブは1966年1月10日に21名の会員を以って創立いたしました。以来、毎月3～4回
のペースで行われた例会が2500回に達したことは、国際ロータリー及び地区役員の適切なご指導も
多大ではありますが、当クラブ役員並びに会員の皆様の格段のご努力の賜物であり、心より敬意と感
謝の念を強く抱くものであります。

ところで、例会場の入り口に「入りて学び、出でて奉仕せよ」との標語が掲げられてあります。学ぶ
とは、理念を身につけることであり、奉仕とは、理念を実践することであります。理念とは、人間と
して正しく進むべき道を示すものであると私は理解しております。人間には、善意と悪意が混在して
いるといわれております。善意とは、理知の心であり、悪意とは利己心の強さを表わしております
我々ロータリアンは正にこの理念を共有し、例会に臨み、奉仕の意義を確認して社会活動を行ってお
ります。又、例会はロータリアンの友情と信頼を深める場所であり楽しいものでなければなりませ
ん。以上の論点については、ロータリー入門書のロータリーの理念と実践を参考にいたしました。

最近の世情を反映して、例会の在り方も変化しております。オンライン、テレビ、文書等による例会
もある程度の効用はありますが、対面してあいさつを交わし、お互いにふれ合うことに親睦は更に深
まるものであるので出来るだけ対面例会を設けて行えるようにしたいものであります。その意味にお
いて、出席会場監督委員会も例会を有効に活用して「入りて学び、出でて奉仕せよ」の共通認識を高
めて頂くよう努めたいものであります。

来年は当クラブ55周年を迎えます。パストガバナー新本様にも今後とも、ご指導ご教示賜りますよ
うお願い申し上げます。本日はありがとうございました。

祝
2500回例会



<本日＞
◆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

演題：「私について」

【幹事報告】 ◆第２５０３回１０月２１日（水）

①創立55周年実行委員会の報告 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）

◆第２５０５回１１月４日（水）　理事会

会員卓話：新垣義夫会員

◆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（㈲きらら総合企画 取締役社長）

演題：「電力の自由化について」

◆第２５０８回１１月２５日（水）

ユンタク会

■地区・他クラブよりお知らせ
例会変更のお知らせ

・浦添ロータリークラブ

日時：10月16日（金）オンライン例会

　　　Z00M例会変更

例会休会のお知らせ

・浦添ロータリークラブ

日時：10月30日（金）休会

　　　定款第7条第1節d項適用）
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8月
　　　宮城富夫会員（３日）
　　　仲吉サダ子会員（１０日）

９月
　　　阿嘉よね子会員（３日）
　　　平安座唯盛会員（１５日）
　　　吉田明正会員（２０日）
　　　比嘉直子会員（２２日）
　　　岡江保彦会員（２６日）

１０月
　　　城間幹夫会員（４日）
　　　宮城仲健会員（２３日）

18

31会員数

■例会予定■幹事報告

■ニコニコの趣旨

演題：快適で安全な沖縄本島観光を
　　　 楽しんでみませんか？

②ロータリー財団補助金金委員会・2019-
　20年度監査報告書のご案内

¥8,000

9月16日

■新本パストガバナー様ようこそお越し下さ
いました。一年間お疲れ様でございました。
本日はお祝辞、ご講話を頂きまして有難うご
ざいました。今後共ご指導とご鞭撻の程よろ
しくお願い申し上げます。（仲吉 サダ子）

■ガバナー在任中は皆さんに一方ならぬお世
話になり、お陰様で無事無罪放免になりまし
た。例会2500回を記念し、これからのクラブ
の益々のご繁栄を祈念申し上げます。
　　　　　　　　（新本博司/那覇ＲＣ）

■新本ＰＧ、貴重なお話しありがとうござい
ました。（白間 弘造、茂宮 隆次）

■新本パストガバナーお久し振りです。
本日は2500回記念卓話ありがとうございまし
た。（アラルコン朝子）

■「2500回を祝して」の卓話、パストガバ
ナー新本様ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　（新垣 義夫）

■新本パストガバナー、昨年は2580地区大会
の会長として大役を果たして頂き感謝いたし
ます。沖縄分区会員の1人として誇りに思いま
した。今後の御活躍を期待しています。
　　　　　　　　　　　　（許田 英子）

31
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■出席報告
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新本博司パストガバナー

先ず、今日のタイトル「2500回を祝して」その回の年月を重ねて今日の記念する例会が出来るという事を心より
お喜び申し上げます。先ほど会長から言われたように1966年に創立されて丁度54年になりました。この54年間
の歩みをピックアップして述べていきたいと思います。
1968年、当初21名スタートから14名に減少し危機に瀕した。
1974年、ボーイスカウト育成に力を入れた。
1977年、荘賛元会長、台湾花蓮ＲＣとの交流が始まる。
1981年、比嘉盛吉会長、宜野湾小学校野球チームを長野県へ派遣。
1986年、田中旨夫会長、台北西ＲＣと交流。
1989年、平安座唯盛会長、東村山ＲＣ友好クラブとなる。（1990.5.30）
1995年、山城源治会長、女性会員9名となる。宜野湾ＲＣの歴史では女性会員活躍抜きでは考えられない。
1999年、白間弘造会長、宜野湾社協へミミループの寄贈。ここから宜野湾社協との繋がりが始まる。
2003年、永山 雄一会長、会員数が46名となる。
2008年、儀間良仁会長、例会2000回記念、会員100％出席表彰。
2009年、仲吉サダ子会長、東村山ＲＣと友好クラブ20周年記念合同例会を実施。
2012年、新垣義夫会長、地区大会ホストクラブとしてコンベンションセンターにて盛大に開催した。
2014年、天願勇会長、田中 旨夫会員のカジマヤー祝賀会が賑やかに行われた。
2015年、城間幹夫会長、エコ思想宣言の碑を宜野湾市役所へ建立した。
2016年、柏田吉美会長、東村山ＲＣ50周年記念式典祝賀会へ大勢で参加し親睦を深めた。
2018年、東江繁子会長、フードドライブ支援で宜野湾社協へ寄贈。
考えてみますと、この54年の間に、会員が激減しどうしようかと思う時代もあったかもしれない、そんな中、歴
代会長たちは試行錯誤し永遠と歴史を刻んできたという意味で今2500回を記念して壇上に立つという事に思うと
ころがあります、さて、ロータリーというのは一体何のためにあるのか？誰のためににあるのか？今一度原点に帰
り、温故知新で、先輩方が築き上げた事をどうやって維持発展させていくか、これは何のためにあるかという事に
ぶつかって来ると思います。私はこう思います「ロータリーは世界を繋ぐ」。正に分断社会、何かあるとお互い指
摘し合っている。そこからは何ら前向きな発信は出来ません。やはり住みやすい社会をどう築くかという事がない
と限界集約になっていく訳です。ここで、ポールハリスが何故ロータリーを作ったかについて、自叙伝の「はじめ
に」というところから抜粋して紹介致します。この本書の著者は少年時代に得た教訓を非常にありがたいと思って
います。これは田園生活を愛すること、厳格なニューイングランド家庭の躾、教育の重要性、高邁なる理想に貢献
する、少年時代には宗教や政治的信条に汎用である事、人の意見はどんな意見でも耳を傾ける事、隣人愛、友人愛
や人々との交流は大きな喜びであるという事も学びました。しかし、せっかく習った教えを自分のものにするまで
には相当時間が掛かりました。しかし、ついに悟りを開いてそれを世界に広めようと一生懸命心を開いて努力する
事になった事は嬉しい事です。さて、ロータリーとは何か？100人100様の答えがありますが、こんな事を言っ
た人がいます。「もしもロータリーが人間とか人生というものを一層温かい目で眺めるように我々を導いてくれる
なら」「もしもロータリーがお互いの長所を認める為に我々がより一層の寛雄で熱意を持つように教えてくれてい
るなら」「もしもロータリーが人生の楽しさを美しさを発見して、それを広めようとしている同氏相互の親善の場
であるならば」ロータリーは我々の望みを全て叶えてくれる。（1947年10月シカゴにて ポールハリス自叙
伝）ご視聴ありがとうございました。

ハイサイ グスヨー チューウガナビラ 皆さん、こんにちは。
久しぶりにガバナー職を置いて宜野湾ＲＣの例会の壇上に立
たせて頂き、何か安心感、開放感を抱いております。ガバ
ナー在任中は宜野湾ＲＣの皆様には、一方ならぬご協力を頂
き心より感謝申し上げます。36名の会員の中から8名もの地
区委員を出して頂き、とてもありがたい事でした。ガバナー
補佐の宮城富夫さん、分区幹事國吉一人さん、希望の風奨学
金委員会の白間さんにはこの度5回目の委員を引受けて下
さったとの事で本当に頭の下がる思いであります。そして、
私の目玉として、日台親善委員に田中さんを入れたことで
す。地区大会ロータリーデーをカチャーシーで締めくくって
頂きまして本当にありがたいことです。青少年副委員長の城
間幹夫さん、コロナ禍で派遣学生の中途帰国と言う大変な状
況がありました。平仲委員には地区大会総合司会もして頂き
大変好評を頂きました。ありがとうございました。

　職業宣言　１１．例会に出席して多くの人と職業上の理解を深めることも職業奉仕だ。

第2500回例会記念卓話
「2500回を祝して」　新本博司パストガバナー


