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第2510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12月9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

：溜川 良次

：岡江会長

：池田 彩織

：君が代・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

：福山冬威様

：新垣 真由美 ☆ゲスト

：新垣 真由美 ・福山冬威様（城間幹夫会員紹介）

：岡江会長 ・森祐太様（天願勇会員紹介）

■岡江会長挨拶

２．協議事項について

（２）ガバナー公式訪問について
　①完　了－宮古島、那覇、那覇南、名護、コザ
　②予　定－那覇西、那覇北（1/13合同）
　　　　　　那覇東（1/14）
　　　　　　浦添、宜野湾（1/15合同）
　③調整中－宮古島ＲＣと同時期に予定されていたが、コロナクラスター発生の為石垣ＲＣは
　　　　　   延期となり調整中。

（1）分区内チーム固定化とそれに伴うガバナー補佐選出の輪番制変更について
　分区内11クラブを下記のとおり2つのチームに区分し、各チームから輪番制によってガバナー
　補佐を選出する件
　①那覇チームー　那覇、石垣、宮古島、コザ、那覇東、名護（6クラブ）
　②那覇西チーム－那覇西、宜野湾、浦添、那覇南、那覇北（5クラブ）
（2）那覇クラブと那覇西クラブは、親クラブとしてチームを編成し、満遍なく各クラブから
　ガバナー補佐の選出を容易にする
（3）その他
　2021-22年度地区委員の募集期限は2020年12月8日（火）となっております。

＊＊＊　第２５０９回　（２０２０年１２月２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
　　　　　　　　　　　池田彩織会員

幹 事 報 告

出 席 報 告

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

卓 話

閉 会 点 鐘

委 員 会 報 告

最初に、一昨日開催された第2回沖縄分区会
長幹事会及び忘年会についてご報告申し上げ
ます。

新型コロナウイルス感染拡大が続く中、ガ
バナー補佐2名、分区幹事2名、ガバナー補佐
エレクト2名及び11クラブから会長幹事が出
席して下記の事項について報告及び協議が行
われました。

１．報告について

（1）各クラブ会長から、コロナ禍の状況下におけるクラブ活動の取り組みについては①地域密着の
奉仕活動の継続、例えば、貧困家庭に対する食料支援、少年野球大会の後援、合同例会の実施等②創
立60周年、55周年を迎える記念事業、例えば、石垣ＲＣの60周年記念事業として、大濱信泉元早
稲田大学総長像の補修事業支援等③卓話及び会員のミニスピーチの奨励④バギオ学生に対する支援事
業の継続⑤退会増に伴う財務運営の見直し⑥子供の居場所の確保⑦地区補助金の活用事業等について
意見が交わされました。



<本日＞
◆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

（ご注意）夜間例会改め通常例会です。

１２月３０日（水）年末休会

【理事会報告】

①クラブのロータリー旗について ◆第２５１３回１月６日（水）理事会

②会費長期滞納者会員について 新年ユンタク会

③新入会員（3年未満）に対する教育について ◆第２５１４回１月１３（水）

④55周年実行委員会からの報告 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・合同例会の振替）

◆第２５１６回１月２７（水）

創立55周年記念式典・祝賀会　

時間12：00～14：00

場所：ラグナガーデンホテル

■地区・他クラブよりお知らせ
例会変更のお知らせ

・那覇東ロータリークラブ
日時：12月24日（木）点鐘18：30

場所：ホテルロイヤルオリオン2階 旭の間

ビジター費：6,000円（要事前連絡）

夜間例会に変更
日時：2021年1月7日（木）点鐘18：30

場所：ホテルコレクティブ2階大宴会場

ビジター費：6,000円（要事前連絡）

夜間例会に変更

例会休会のお知らせ

・那覇東ロータリークラブ

日時：12月31日（木）休会

　※クラブ定款第7条第1節ｄ項による

例会場変更のお知らせ

・コザロータリークラブ

日時：2021年1月14日（木）より
会場：オキナワグランメールリゾート

　　沖縄市与儀2-8-1（TEL931-1500）

開催日：毎週木曜日　点鐘12：30

ビジター費：2,000円

一般会員

2

会員数

出席率

免除会員

0

2509

0

11月25日

20

出席報告

算定用会員数

17

前回

29

今回

17

31

0

68.97%

0

12月2日

2508

31

58.62%

■例会予定■幹事報告　

前 回 累 計 ¥115,000 ¥15,860

¥1,461第2509回

累 計

¥4,000

■福山さん、80才になりました。もうだめで
すか(笑)（新垣 義夫）

■福山冬威さん卓話ありがとうございまし
た。息子の叶真に試してみたいと思います。
　　　　　　　　　　　　（仲宗根 義次）

■福山様、本日の卓話ありがとうございまし
た。（茂宮 隆次）

■ニコニコの趣旨

■福山さん本日は素晴らしい卓話ありがとう
ございました。お話の内容も、お話の仕方
も、とてもよかったです。娘もお世話になっ
ています。大学受験のサポートを宜しくお願
いします。（城間 幹夫）

¥17,321¥119,000

訂正出席率 58.62% 68.97%

■出席報告

《12月ロータリー為替レート　＄１＝￥１05》

訂正出席者数 20

訂正算定分母 2929

例会NO.

例会日

出席免除者欠席数 2

出席者数

メーク
アップ

29

國吉一人会員お誕生月

おめでとうございます！

アラルコン朝子会員と

記念にパチリ(^^♪



㈲スキップヒューマンワーク
取締役塾長　福山冬威様

卓話「三つ子の魂百まで」

　職業宣言　６．社員の福祉を図り幸福を希求することも、職業奉仕だ。

皆さんこんにちは。最初に私の生い立ちについて少し
お話しします。
平成3年9月生まれで、福山という苗字ですがウチナー
ンチュ3世です。祖父が鹿児島県奄美大島の出身でし
て幼少期を過ごしました。小・中・高は沖縄市の公立
高校に通いました。その頃に抱いていた夢は、お笑い
芸人からお医者さんになりたいと意識し、最終的には
社長になろうと考えました。中学の時に㈲スキップ
ヒューマンワークに体験入学した際、喜納代表がイ
メージトレーニングの中で「いいかい、成功する人
は、こう言うものの考え方しているんだよ」と語って
くれた事を強烈に覚えています。

さて、本日の演題「三つ子の魂百まで」ということで
すが、私どもは胎児から高校までと一貫した教育プロ
グラムを提供しております。特に胎教から幼児までの
うちに能力を伸ばす教育。特に習い事をしている子
は、好きなものこそグングン伸びるし、付随する脳領
域も一緒に伸びます。ちょうどハンカチの一部をつま
んで引き上げると、ハンカチ全体が持ち上がるイメー
ジです。そして教育への投資は、早ければ早いほど効
果が高く、就学前教育が最も効果を発揮します。私ど
もの幼児教育では、学力、記憶力などのIQ【認知スキ
ル】やる気・自制心・やり抜く力・自尊心・協調性な
どのEQ【非認知スキル】を採用しております。

次は、脳の発達に即した教育プログラムです。人間の
脳の重さは3歳までに80％、6歳までに95％形成され
ます。しかし、使われないシマプスは1歳から刈込が
始まります。極端な例ですが、生まれてから3歳まで
目隠しをして育てると、その子の目は機能しません。
これは脳が処理出来ずに見えなくなってしまいます。
つまり、脳の感受性期を逃さずに働きかける事が大事
です。脳の感受性は言語、情緒、社交性、数学などが
0歳から3歳までに構築されます。私どものレッスン
は、童謡（シャボン玉）俳句の素読（古池や・・）暗
唱（雨にも負けず・・）人間学の暗唱（言志録）人間
学紙芝居（偉人伝）人間学（論語）を自分に照らして
考える。私の生徒達には、豊かな感性を携えてこれか
らの人生を歩んで欲しいと思っています。



玉栄章宏氏　新聞記事紹介

　　

沖縄タイムス社記事

2020年12月3日掲載

琉球新報社記事

2020年12月5日掲載



沖縄カトリック中学校ゴルフ同好会のメンバー
in鹿児島空港

　沖縄カトリック中学校ゴルフ同好会
　　右から　平仲朱那（中1）　宮城柚（中1）　高里真貴子（中1）　吉崎マーナ（中1）
　　　　　　高里由貴子（高2・個人戦出場）　浦崎涼（中2）

祝　全国中学選手権特別大会（団体戦）出場


