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第2502回

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」

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

2020年10月１４日号

創立：1966年1月10日

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

：池田 彩織

：岡江会長

：なし

：君が代・四つのテスト

：なし

：なし

：富田 真理子岡江 保彦

：平仲 絢子

：茂宮 隆次 ☆ゲスト

：新垣 義夫 ・新倉亜希様（アラルコン朝子会員紹介）

：新垣 義夫 ★ビジター

：岡江会長 ・山里将パストガバナー補佐（浦添ＲＣ）

■岡江会長挨拶

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

閉 会 点 鐘

＊＊＊　第２５０1回　（２０２０年１０月７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

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　仲村真二会員

　２週間ぶりの例会です。会員の皆様には、お変わりなくご壮健でお過ごしになった事と存じます。
　

さて、コロナ感染の拡大は依然として衰えることなく社会の不安を増長させております。コロナの
感染拡大を防止するために業務の停止や休職の措置が講じられておりますが倒産、失業問題が新たに
発生しております。これに対し政府や地方公共団体は全国民に対し一律の給付金を支給し、また、事
業所に対しては、一時持続給付金を設けて対処しておりまが、文字どおり一時的なもので、経済社会
を安定させるにはコロナ禍が収束しない限り、安全な措置とは言えません。
　

ところで、私は知人、友人に誘われて、拾数口の模合に加入しております。模合はご存知のように
沖縄では、家族、友人、知人そうして地域を重んじる横社会で、ユイマール（助け合いの心）精神が
根付いていると言われております。そのような関係で模合が普及しているのではないかと思います。
メンバーも知人、友人、同業者、ビジネス関係者で老若男女問いません。ある模合の場で、座元がミ
シンを購入してメンバーのある女性に提供し、マスクを作ってもらおうという申し出がありました。
この女性は以前洋裁店を営んでいるおりましたが、コロナの影響もあり閉店しておりました。時はマ
スクが深刻に不足しておりまので、全員の賛同を得て業務用ミシンを購入いたしました。この女性
は、運よく数百枚単位のマスクの注文を得て、その後も洋裁で自立しております。
　

世に「一本つり竿」という言葉があります。政治的にも社会的にも引用される言葉です。釣った魚
を贈っても一時的なもので、自立性はありませんが、つり竿を贈ると何匹でも釣ることが出来、業と
して生計が成り立つというものです。物は一時的ですが、人の心は永遠に残ります。

以上、最近感じたことの一端を申し述べさせて頂きました。

出 席 報 告

委 員 会 報 告

幹 事 報 告



【理事会報告】 <本日＞
①創立55周年記念式典・懇親会の開催日変更 ◆第２５０２回１０月１４日（水）

　2021年1月20日➡1月27日（最終決定） 米山留学生卓話：クレシ エメンさん

②クラブバナー発注について 演題：「私について」

【幹事報告】 ◆第２５０３回１０月２１日（水）

①ロータリー文庫決算報告書のご案内 移動例会（社会奉仕活動）

【回　覧】 場所：宜野湾市いこいの市民パーク

①財団室NEWS10月号のご案内 時間：11：30集合　　12：30点鐘

②コーディネーターニュース10月号のご案内 ◆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

演題：「コロナ クルナ エトセトラ」

◆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

日時：10月18日（日）9：00～

場所：てぃるる

登録料：4,000円（テキスト代1,000円）

参加者：岡江保彦会長

【メークアップ】

◇日時：10月8日（木）コザＲＣ例会

・東江繁子会員

3

メーク
アップ

¥1,578

１０月 城間幹夫会員（４日）

９月   阿嘉よね子会員（３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）

8月　 宮城富夫会員（３日）
　　　仲吉サダ子会員（１０日）

¥6,000

9月23日

2418

訂正出席者数

今回前回

第2501回

累 計

29

0

訂正出席率 64.29% 82.76%

出席率

免除会員

0

24

訂正算定分母 29

■例会予定■幹事報告　　平仲幹事

■素晴らしい卓話、ありがとうございまし
た。（阿嘉よね子、茂宮 隆次、新垣 義夫）

■新倉さんようこそ。河村さん卓話ありがと
うございます。8月9月10月生まれの方、誕生
日おめでとう！（仲村 真二）

31

出席報告

¥7,900前 回 累 計 ¥79,000

¥9,478¥85,000

■出席報告

《10月ロータリー為替レート　＄１＝￥１05》

例会NO.

例会日

31会員数

2500 2501

■いつもお世話になります。今日も寄らせて
頂きました。（山里将様/浦添ＲＣ）

■委員会報告　茂宮委員長

この度、公共イメージ向上事業の一環として、宜野
湾市役所公用共通封筒への広告を2020年10月1
日からの一年契約を結び使用されます。

演題：快適で安全な沖縄本島観光を
　　　 楽しんでみませんか？

RLIパートⅢ（沖縄）講習会おご案内
■山里PAGお越し頂きましてありがとうござ
います。河村会員の卓話、興味深く拝聴させ
て頂きました。ありがとうございました。誕
生日祝って下さり、大好きなワインのプレゼ
ントありがとうございました。
　　　　　　　　　　　（仲吉 サダ子）

■ニコニコの趣旨

28

18

算定用会員数

0

出席者数

28

出席免除者欠席数 2

82.76%

0

10月7日

64.29%

一般会員

お誕生月おめでとう！



卓話の様子

お詫び
　　　　今回の卓話の原稿が間に合いませんでした。
　　　（ＩＣレコーダーの音源が悪くテープ起こしが出来ませんでした）
　　　　次回の週報には準備致しますので、ご容赦ください。（会報委員会）

河村哲会員

河村哲会員卓話「河村哲の半生と反省」

　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。



　　

皆さんこんにちは。最近私は、読谷で480坪の農地を借りて、読谷の紅イモを作っていま
す。私は、全くの初心者ですが近所にイモの作り方を教えてくれる親切な農家のオジイサン
を見つけまして、この先生から学んでいます。

一人で畑仕事するのは、なかなか大変ですが、時々友達に畑に来てもらって手伝ってもらい
ながら、やっています。畑仕事は、外で綺麗な空気のなか、体を動かして、食べ物を作ると
いう作業で、本当に気持ちがいいです。草むしりなんて活動も実はとても気持ちよく、つい
つい楽しく熱中してしまいます。

友達を誘って手伝ってもらい、イモの苗の植え付け、イモの肥料を入れる、草取り、イモ以
外の作物の植え付けなどをしています。色々と頭を使うこともあり発想の転換にもなりま
す。そこで、企業の方には、このような畑仕事を体験することを企業研修や福利厚生の一環
として取り入れてみてはいかがでしょうか、と提案しているところです。

この畑は、私が自分で借りているものですので、私が自由に使うことが出来ますので、ここ
で企業研修をやろうと思えばそのような活動が出来るわけです。企業研修としての農作業体
験にご興味がありましたら、私の方でアレンジしますので、ぜひ声を掛けてください。

どうぞよろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池田 彩織

企業研修農作業体験 のお誘い‼



サオリ族ファーム　フォト集

楽しい畑仕事！！ お芋の収穫

バナナの木です！！

バナナの収穫

バンシルー（グヮバ）の木

ドラゴンフルーツです！！

お芋の花です！！

イエーイ！

仲間たち


