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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 周 年 :2020/10/20

2020年11月25日号

Rotary Intenational District 2580 Rotary Club of Ginowan

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

：吉田 明正

：岡江会長

：仲村 真二

：我らが生業・四つのテスト

：登壇なし

：登壇なし

：岡江 保彦

：平仲 絢子

：登壇なし ☆ゲスト

：玉栄章宏様 ・玉栄章宏様（吉田明正会員紹介）

：仲宗根 義次 ・松尾燿平様（天願勇会員紹介）

：仲宗根 義次 ・新垣裕樹会員

：岡江会長 ・取材の為マスコミ２社の記者の方

■岡江会長挨拶

２．ロータリー米山記念奨学事業について

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

閉 会 点 鐘

委 員 会 報 告

幹 事 報 告

卓 話

出 席 報 告

先週は、当クラブ会員で地区ロータリー財団委員の
東江繁子さんがロータリー財団について詳細にわた
り説明されました。改めて、ロータリー財団の意義
及び役割に関し理解を深めたところです。私は入会
して4年有余になりますが、毎年の所定の寄付をし
ているだけで、個人として自発的にロータリー財団
その他の機関に寄付したことはありませんでした。
これを機会に会長として応分な寄付をしなければと
反省すると同時に、ロータリー財団、ロータリー米
山記念奨学会について少しばかり勉強することにい
たしました。

１．ロータリー財団について

ロータリー財団の使命は「ロータリアンが健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済
することを通じて世界理解、親善、平和を達成できるようにする」ことであります。
当クラブは2018年～2019年度に横浜金沢ＲＣと共同でグローバル補助金を活用して、モンゴ
ルの妊婦や乳児の健康改善、生命維持管理事業に参画しました。本事業は日本助産師協会の事業
を支援する目的で推進されましたが、現地では、当クラブから私を含めて6名、横浜金沢ＲＣから
10名、日本助産師会から多数の関係者が出席して盛大に贈呈式が行われました。ロータリー財団
の資金が他国の人命保護に活用されていることを実感しました。

＊＊＊　第２５０７回　（２０２０年１１月１８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
　　　　　　　　仲村真二親睦委員長

将来、日本と世界を結ぶ「架け橋」となって国際社会で活躍し、ロータリー運動の良き理解者と
なる人材を育成することを使命としています。
本事業の特徴として、受け入れ世話クラブのもとにカウンセラーが配置され、奨学生が安心して
生活出来るようにサポートしております。次に、奨学生に対する学費支援金については、全日本
のロータリアンとクラブ寄付による普通寄付及びロータリー関係者に限らず任意で個人、法人、
又各ロータリークラブから寄付される特別寄付によって造成されております。全般的に沖縄のク
ラブが東京のクラブと比較して極めて低い水準になっていることは、検討課題として受け止める
べきであると思います。

むすび、私は経験不足で、且つ、浅学非才の身で会長の任を引き受けましたが、最近、ロータリー全
般について関心を持って対応するようになりました。
会員の皆さん、会長の経験を問わず、何回でも会長になって下さい。大変勉強になります。
よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。



<本日＞
◆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）

【幹事報告】 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）

通常例会（忘年会）　点鐘12：30

【回　覧】 （ご注意）夜間例会改め通常例会です。

①宜野湾市福祉大会協賛広告のお礼 １２月３０日（水）年末休会

◆第２５１３回１月６日（水）理事会

新年ユンタク会

◆第２５１４回１月１３（水）

④ハンガーゼロニュース11月号のご案内 クラブ協議会リハーサル

◆第２５１４回１月１５（金）
ガバナー公式訪問（浦添ＲＣ合同例会）

場所：ラグナガーデンホテル

１月２０日（水）振替休会

（1/15ガバナー公式訪問・合同例会）

◆第２５１６回１月２７（水）

創立55周年記念式典・祝賀会

■地区・他クラブよりお知らせ
例会休会のお知らせ

・那覇北ロータリークラブ

日時：11月26日（木）休会

・浦添ロータリークラブ

日時：11月27日（金）休会

　※定款第7条第1節ｄ項（3）適用

日時：12月25日（金）休会

　※定款第7条第1節ｄ項適用

例会変更のお知らせ

・浦添ロータリークラブ

日時：2021年4月7日（水）晩餐会

　　　2021年4月8日（木）本会議

場所：ホテルニューオータニ

■出席報告

■玉栄章宏様、卓話ありがとうございます。
沖縄のエネルギー政策事業に期待します！
新垣裕樹さん待ってますよ！（仲村 真二）

前 回 累 計 ¥105,000

■ニコニコの趣旨

¥12,718

■玉栄先生、本日の卓話ありがとうございま
した。又、ご教授お願い致します。
（アラルコン朝子、茂宮 隆次、新垣 義夫）

■玉栄様卓話ありがとうございます！
裕樹さん、早く戻ってきて下さい！
ａｕユーザーの皆さん、是非”ａｕでんき”
加入よろしくお願いします。
　　　　　　　　　　　（新垣 真由美）

■玉栄様、沖縄県の電力自由化・エネルギー
政策の卓話ありがとうございました。新しい
発想でためになりました。（仲宗根 義次）

③2023-24年度地区ガバナー
栃木和夫氏略歴書のご紹介

②赤い羽根共同募金”鬼滅の刃＆初音ミク”
「寄付者グッズ贈呈企画」のご案内

0

11月11日

22

出席報告

算定用会員数

0

■例会予定■幹事報告　平仲幹事　

①那覇ＲＣ例会変更のお知らせ
　11/24（火）休会➡通常例会開催

②宜野湾市公用共通封筒への広告掲載のお礼
　及び封筒見本のご案内

日時：12月4日（金）ZOOM例会へ変更

¥1,902

今回

20

31

¥14,620¥111,000

¥6,000

《11月ロータリー為替レート　＄１＝￥１04》

訂正出席者数

訂正出席率 71.43% 75.86%

22

訂正算定分母 2928

国際ロータリー第2580地区
2020-21年度地区大会登録のご案内

尚、例年開催されております、会長幹事会、
新入会員昼食会、懇親会、レディースプログ
ラム、友愛の広場等の開催は見送りとなって
おります。
更に、通常約2,000名の登録を頂いておりま
すが、今般は、ソーシャルディスタンス対応
を踏まえ700名程度とし、各クラブの登録人
数を限定させて頂きたく存じます。

第2507回

累 計

出席者数

28

2507例会NO.

例会日

出席免除者欠席数 2

75.86%

0

11月18日

2506

31

71.43%

一般会員

3

会員数

出席率

免除会員

0メーク
アップ

20

前回

29



　職業宣言　４．事業の経営に最善を注ぐのも、立派な職業奉仕だ。

質問に立つ　溜川良次会員 質問に答える　玉栄章宏氏

卓話の様子

㈲きらら総合企画
取締役社長　玉栄 章宏氏

＜プロフィール＞
生年月日：1953（昭和28）年2月3日
出 身 地 ：沖縄県うるま市平安座
最終学歴：宮崎大学工学部卒業
職歴：1975（昭和50年）沖縄石油精製㈱ 入社
　　：2004（平成16年）㈲きらら総合企画 設立
[講義要旨]
　島しょ県沖縄における地球温暖化防止には、低炭素社会
づくりが重要です。その基本施策は「省エネ推進」と「再
生可能エネルギー導入」です。
　2016年4月から始まった電力小売の自由化は本土に比
べてかなり遅れていますが、ここ最近、動きが出て参りま
した。3年半の電力スイッチング件数を紹介し、沖縄の電
力自由化の課題と方向性を考えます。
　又、エネルギーの地産地消による地域経済の振興、いわ
ゆるエネルギーシフトについても学びます。

卓話：「沖縄県の電力自由化・エネルギー政策」


