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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」
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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

：池田 彩織

：岡江会長 ☆ゲスト

：仲村 真二 ・森祐太様（天願勇会員紹介）

：日も風も星も・四つのテスト ★ビジター

：登壇なし ・西村眞一ガバナー補佐（那覇東ＲＣ）

：登壇なし ・緑間禎分区幹事（那覇東ＲＣ）

：岡江 保彦 ・山里将パストガバナー補佐（浦添ＲＣ）

：池田副幹事

：登壇なし

：新垣 真由美

：新垣 真由美

：岡江会長

■岡江会長挨拶
　

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

閉 会 点 鐘

委 員 会 報 告

幹 事 報 告

出 席 報 告

＊＊＊　第２５０８回　（２０２０年１１月２５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

疾病予防と治療月間

 　 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

昨今の新たな新型コロナウイルス感染症の急増に対して、政府は需要喚起策（ＧＯＴＯキャンペー
ン）を見直す事になりました。そもそも需要喚起策は新型コロナウイルス感染拡大により業績が衰退
した観光事業や飲食業を喚起する目的で講じられた措置であります。ところが、ここ数日の間に新規
感染者が連日2000人を超える危機的状況に陥った為に政府は観光事業支援策「ＧＯＴＯトラベル」
と飲食業支援策「GOTOイート」をこの程見直す事に至ったのであります。

（1）「GOTOトラベル」に関して、感染拡大地への旅行予約を一時停止するとの措置であります。
しかし、時期や対象地域については、現在のところ明らかに示されておりません。観光事業は地域の
重要な産業の一つとして位置づけられております。感染拡大地の知事の中には、政府の措置に対し理
解を示す方と、不平不満を示すだけで、地域としての独自の取り組みに欠ける面もあり、必ずしも国
と地方が歩調を合わせているようには見えません。

（2）「GOTOイート」に関しては、クーポン券付きの食事券の新規発行を一時停止し、ポイント利
用を控える措置であります。先の緊急事態宣言によって疲弊した飲食業が再び矢面に立たされる事に
なり、気の毒としか申し上げられません。ところが、通常は夜間に営業している店舗が、朝から店先
にテントを張り、台の上に弁当を並べて販売に取り組んでいる光景に接し、明るい気持ちになりまし
た。このように、一般人がこの難局に立ち向かっているというのに政治家は責任の擦り合いに終始
し、身の保全を優先している様を露呈している状況です。

結びに、人災、天災を問わず、国や自治体は国民の生命、財産を守る為に万全の対策を講じる義務が
あります。義務には当然責任を伴うものであります。ところが、新型コロナウイルスは中国で発生し
た感染症であり、国、地方自治体並び国民が一体となり感染防止に取り組まなければならない問題で
す。政府は基本方針として「自助」「共助」「公助」を示しております。自助とは、自己の責任にお
いて自ら事を処理すること。共助とは、家庭や社会の助力であり、公助とは、自助・共助では対応で
きない問題について国や自治体の制度を活用するものであります。今回の困難に匹敵する程のコロナ
禍を終息させる為には、国民一人一人が感染防止に徹底する事であると思います。その上で共助、公
助のサポートを求めるという事ではないでしょうか。



<本日＞
◆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）

通常例会（忘年会）　点鐘12：30

【幹事報告】 （ご注意）夜間例会改め通常例会です。

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）

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）

【回　覧】 場所：ラグナガーデンホテル

①「赤い羽根共同募金」への寄付のお礼 １月２０日（水）振替休会

（1/15ガバナー公式訪問・合同例会の振替）

◆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
例会変更のお知らせ

・那覇西ロータリークラブ
日時：12月9日（水）点鐘18：30

場所：沖縄ハーバービューホテル 彩海の間

ビジター費：6,000円（当日受付不可）

夜間例会（忘年会）に変更

・那覇北ロータリークラブ
日時：12月17日（木）19：00～

場所：沖縄かりゆしｱｰﾊﾞﾝﾘｿﾞｰﾄﾅﾊ 8F ｼｰｽﾞ

ビジター費：5,000円

夜間例会（忘年会）に変更

例会休会のお知らせ

・那覇西ロータリークラブ

日時：12月23日（水）休会

　※クラブ定款第7条第1節適用

日時：12月30日（水）年末の為休会

・那覇北ロータリークラブ

日時：12月24日（木）休会

　※クラブ定款第7条第1節適用

日時：12月31日（木）年末の為休会

日時：2021年1月7日（木）年始の為休会

■出席報告

前 回 累 計 ¥111,000

■ニコニコの趣旨

¥14,620

■西村眞一ガバナー補佐、緑間分区幹事、
山里パストガバナー補佐、森先生ようこそ宜
野湾ＲＣへ！（茂宮 隆次、新垣 義夫）

¥1,240

■西村眞一ガバナー補佐、緑間分区幹事、
山里パストガバナー補佐ようこそお越しいた
だきありがとうございます。
　　　　　　　　　　　　（仲吉 サダ子）

第2508回

累 計

■本日も情報をもって伺い致しました。
又、朝子さんの代わりに出席しております。
　　　　　　　　　（山里将/浦添ＲＣ）

②2020-21第1回全体クラブ管理運営
（クラブ奉仕）委員長会議報告（案）

②定款第7条第1節ｄ項（３）休会報告
　11/25（水）名護ＲＣ
　11/26（木）コザＲＣ
　11/30（月）那覇南ＲＣ
（新型コロナウイルス感染拡大予防の為）

¥4,000

■例会予定■幹事報告　

池田彩織副幹事

①2020-21年度国際大会（台北）早期登録に
よる割引（365ドル）の最終日の変更
12月15日➡2021年2月15日に延期
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¥15,860¥115,000

《12月ロータリー為替レート　＄１＝￥１05》

訂正出席者数

訂正出席率 75.86% 58.62%

17

訂正算定分母 2929

例会NO.

例会日

出席免除者欠席数 2

12月誕生月
おめでとうございます！
國吉 一人会員（8日）



溜川良次会員

沖縄移住後の近況報告について

1/15ガバナー公式訪問について

緑間禎分区幹事

コロナ禍における会員増強について

山里将パストガバナー補佐

指田ガバナーの思い出について

森祐太医師

県立中部病院研修医2年目

新垣義夫会員

指田ガバナーとお酒にまつわる思い出

新垣真由美直前会長

ロータリーの基本知識の冊子について

　職業宣言　５．社員教育に熱意を注ぐのも、立派な職業奉仕だ。

西村眞一ガバナー補佐

宮城富夫会長エレクト

次年度人事について

ユンタク会


