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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
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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

：溜川 良次

：岡江会長

：仲村親睦委員長

：我らが生業・四つのテスト

：登壇なし

：登壇なし

：岡江 保彦 ☆ゲスト

：平仲 絢子 ・當間正広様（城間幹夫会員紹介）

：宮城 富夫 ・新城裕作様（城間幹夫会員紹介）

：新垣 義夫 ★ビジター

：新垣 義夫 ・徳物葉子様（札幌はまなすＲＣ）

：岡江会長 ・ジャシュ フィールズ様（アルバイナＲＣ）

■岡江会長挨拶

THE ROTARY LEADRSHIP INSTITUTE JAPAN

はじめに、去った10/18（日）に開講されたＲＬＩセミナーについて報告致します。本セミナー
はパートⅠからパートⅢまでを受講した者に修了証が授与されます。更に、卒後コースを受講した者
にはセミナー担当の資格が付与されることになっております。私は会長エレクト時代から順々に受講
し、この程全カリキュラムを終了いたしました。

ところで、ＲＬＩとは、ロータリーリーダーシップ研究会の略字であります。世界ロータリーの正
式な機関ではありませんが、ロータリーの理念に従って、ロータリアンのロータリーに対する理解と
モチベーションを高め、リーダーシップを涵養（かんよう）するための研修組織であります。従って
ロータリアンであれば入会歴、役職歴とは関係なく受講することができます。

さて、今回のパートⅢでは、1.戦略計画とクラブ分析。2.ロータリー財団、国際奉仕。3.公共イ
メージ向上と広報。4.強いクラブを作る。5.規定審議会。6.変化をもたらす。以上の6セッションに
ついて研修を行いました。紙幅の関係で全セッションついて説明できませんが、セッション１の戦略
計画とクラブ分析を中心に概略を申し上げ、その他のセッションに関しては、担当委員長並びに委員
各位と協議する機会を設けたいとの考えております。

クラブ戦略は、クラブ分析によって得られた自己評価を基本にして計画されることが肝要でありま
す。クラブの現状を把握して、地域社会に直面する諸課題に優先順位を定め、奉仕活動に着手するこ
とが望ましいことであります。当クラブの地域の特性は何か、強みと弱みは何か。例えば、普天間及
び瑞慶覧基地を管轄する宜野湾、北谷、北中城の3市町村を窓口にして、国際交流を推進し、国際的
感覚を身につけた青少年育成事業に取り組むことも一つの案ではなかろうか。それに伴い、会員増強
と公共イメージ向上を図る効果が生み出されるものと考えます。

パートⅢのセミナーは、双方向性を志向した対話方式で進められ、ディスカッションリーダーもす
べて地元クラブ所属の会員が担当されました。受講者とリーダー担当者が一体となり、知識の習得だ
けでなく、相互理解と親睦を深める絶好の機会に恵まれたことを申し上げ報告といたします。

出 席 報 告

＊＊＊　第２５０４回　（２０２０年１０月２８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

ロータリー財団月間

 　 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

委 員 会 報 告

幹 事 報 告

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

閉 会 点 鐘



【幹事報告】 <本日＞
◆第２５０５回１１月４日（水）　理事会

会員卓話：新垣義夫会員

【回　覧】 演題：「コロナ クルナ エトセトラ」

①バキオだより11月号のご案内 ◆第２５０６回１１月１１日（水）

②コーディネーターニュース11月号のご案内 安里政晃氏（地区ロータリー財団委員）

③ボーイスカウト運動へのご支援へのお礼状 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

◆第２５０９回１２月２日（水）　理事会

福山冬威氏

（㈲スキップヒューマンワーク 取締役塾長）

演題：「三つ子の魂百まで」

◆第２５１０回１２月９日（水）

クラブ総会

◆第２５１１回１２月１６日（水）

ユンタク会

◆第２５１２回１２月２３日（水）

夜間例会（忘年会）　点鐘19：00

場所：ラグナガーデンホテル

■地区・他クラブよりお知らせ

・コザロータリークラブ

とき：11月5日（木）臨時休会

・浦添ロータリークラブ

日にち：11月6日（金）休会

※定款第7条第1節ｄ項（1）適用

・那覇ロータリークラブ

日にち：11月10日（火）臨時休会

日にち：11月24日（火）休会

※定款第7条第1節ｄ項により

・浦添ロータリークラブ

日にち：11月27日（金）

※職場訪問もしくはＺＯＯＭ例会に変更

¥4,000

10月21日

1813

訂正出席者数

46.43%

一般会員

31

出席報告

31会員数

■表彰

米山功労者 新垣真由美直前会長

¥0

■當間様卓話ありがとうございました。お仕
事頑張って下さい。當間様はアゲナーンチュ
ですか！私、新垣義夫はターバンチュです。
ぎのわんクリニックの院長天願会員はグヒ
チャーンチュです。以上（新垣 義夫）

訂正出席率 50.00% 62.07%

出席率

免除会員

1

18

訂正算定分母 29

メーク
アップ

※定款第7条第1節ｄ項（3）「全地域社会にわ
たって流行病もしくは災害が発生した場合」

例会変更のお知らせ

■宮城クラブ管理運営委員長

今回

※定款第7条第1節ｄ項（3）「全地域社会にわ
たって流行病もしくは災害が発生した場合」

例会NO.

例会日

2503 2504

うるま市當間さん、沖縄市新城さん、札幌市
徳物さん、アルバイナからフィールズさんよ
うこそお越し頂きました。感謝。
　　　　　　　　　　　　　　（天願 勇）

ファミリー沖縄の當間正広さん、卓話ありが
とうございました。沖縄の宝を広めて下さ
い。（仲村 真二）

次年度役員人事について、特に会長エレクト
の推薦方のお願い（宮城次年度会長）

■別用で先になりますが、観光予定がある場
合にはお願い致します。（茂宮 隆次）

例会休会のお知らせ

前回

第2504回

累 計

29

0

■例会予定■幹事報告　　平仲幹事

①（2021-22年度・チーム若林）
ガバナ補佐エレクト名簿のご案内

■ニコニコの趣旨

28

14

算定用会員数

0

出席者数

28

出席免除者欠席数 2

62.07%

0

10月28日

¥9,478前 回 累 計 ¥94,000

¥9,478¥98,000

■出席報告

《11月ロータリー為替レート　＄１＝￥１04》

3



　職業宣言　１．自分の職業に誇りを持つことから、職業奉仕が始まる。

卓話の様子

當間正広様

皆さん初めまして。
ファミリー沖縄合同会社、代表社員 當間正広でござい
ます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
私は、昭和49年7月生まれの今年46歳になります。見
た目は還暦？のように思われがちですが。出身はうるま
市安慶名で10名兄弟の家族で育ちました。安慶名小学
校から安慶名中学校へ、そして美里工業高校建築科を卒
業後は3年間ツタヤで社員として勤めましたが、神奈川
県で溶接工を営んでいた3男の兄の仕事のお手伝いをし
ておりました。帰省後、介護職に就き、去年までの10
年程度はケアマネジャーの仕事をしていました。平成
28年10月に独立して介護タクシー会社を立ち上げまし
た。

皆様は介護タクシーってご存知でしょうか。高齢者様、障がい者様、幼児から大人までご利用可能な福
祉タクシーでございます。健常者の方でも高齢者様或いは障がい者様とご一緒であればご乗車可能でご
ざいますので、今日ぜひ知って頂ければと思います。
「価値ある人生を過ごしませんか？」「旅のお手伝いをいたします。」のキャッチフレーズで沖縄観光
旅行のご案内を致しております。
車椅子2台、付添人5人まで乗車可の介護タクシーでお迎えに上がります。必要に応じて看護師が付き
添いますので、安心して観光を楽しんで頂けます。

卓話：「快適で安全な沖縄本島旅行を楽しんでみませんか？」


