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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

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

：伊禮 文雄 ☆ゲスト

：岡江会長 ・高江洲譲治様（新垣真由美会員紹介）

：仲村 真二 ・近藤貴雄様（新垣真由美会員紹介）

：我らが生業・四つのテスト ・宮城シャキラ様（クレシエメンさんお母様）

：なし ・クレシエメンさん（米山奨学生）

：なし ・髙野美月さん（青少年交換派遣予定学生）

：富田 真理子岡江 保彦 ・遠藤町子様（遠藤茂敏様令夫人）

：平仲 絢子 ・我謝八重子様（パスト会員）

：新垣 義夫 ★ビジター

：仲宗根 義次 ・遠藤茂敏様（台北城東RC）

：仲宗根 義次 ・田中久光様（浦添ＲＣ）

：岡江会長

■会長挨拶

＊＊＊　第２５１１回　（２０２０年１２月１６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

幹 事 報 告

出 席 報 告

閉 会 点 鐘

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

委 員 会 報 告

その一つには、沖縄の県民性、地域性、リゾート性そうして娯楽性に求めることが出来るのではない
かと私は感じております。

お互いが自分の命は自分で守るという気概をもって、三密の回避、不要不急の外出の自粛、その他
日常生活の改善を徹底する以外、終息の道はないのではないかと案じております。

ところで、今年の当クラブの例会は、来週の忘年会を兼ねた例会を残すのみとなりました。新年
早々の1月15日にガバナー公式訪問が予定されております。ガバナー公式訪問は地区の全クラブを
訪問し、会員との交流を深め、クラブの実情や課題を把握し、適切な指導、助言を行うものでありま
す。今回は浦添ＲＣと合同でお迎えいたしますが、野生司ガバナーが提起された、三大地区活動方針
に関し、各クラブの取り組みについて意見が交換されることになっております。

１．会員増強について
　会員が増えることは、健全な会務運営に資すること。地域社会の福祉向上に寄与することで
　あります。ところが今年はコロナ禍の影響により目標数に達しておりません。ガバナー訪問ま
　でに一人でも多くの新入会員を迎えるように、会員各位のご協力をお願い致します。

２.公共イメージの向上について
　われわれロータリーが取り組んでいる奉仕活動には、社会福祉事業、青少年育成事業、環境
　整備事業等多岐にわたっております。このような事を有効に活用することによって、
　ロータリーに　対するイメージが向上するものと思われます。そのためには、社会、
　行政、マスメディアに広く認知されることがもとめられます。

３.MyRotaryの登録について
ロータリアンのデータを登録することによって、ロータリー活動の便宜に資することをでありま

す。MyRotaryの機能についてはインターネットで個人情報が簡単に改廃できること。オンライン会
議に参加できること等です。これからも皆さんのご協力をお願い申し上げます。

今年の3月以降、全国的に新型コロナウイルス感
染拡大の危機的状況が今日まで続いております。
去る12月12日、全国で3,000人超が新たに感染
しております。その中で沖縄は51人で、人口の
割合では、他の都道府県と比較して高い感染率を
示しております。GOTOトラベルとGOTOイー
トの措置が講じられたことによって、再び感染が
拡大したのか？その因果関係は明らかにされてお
りませんが、四方海に囲まれ、通風性があり、気
候も温暖に恵まれている沖縄で感染者が増え続け
る要因は何なのか？

岡江会長



■平仲幹事 <本日＞
◆第２５１２回１２月２３日（水）

クリスマス例会

◎１２月３０日（水）年末休会

　　（定款7-1-d適用による）

◆第２５１３回１月６日（水）理事会

新年ユンタク会

（コロナウイルス感染拡大防止の為休会）

【幹事報告】 ◆第２５１３回１月１３日（水）理事会

①那覇東ＲＣ例会場・事務局移転のお知らせ クラブ協議会リハーサル

【回　覧】 ◆第２５１４回１月１５日（金）

①ハイライトよねやま249号のご案内 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2Ｆ

◎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２５１５回１月２７日（水）

創立55周年記念特別例会・式典祝賀会

時間：11：45～13：45

場所：ラグナガーデンホテル

■地区・他クラブよりお知らせ

例会場

住　所：〒900-0014那覇市松尾2-5-7　　

会場名：ホテルコレクティブ

ＴＥＬ：860-8366

事務局

住　所：〒900-0014那覇市松尾2-6-24　　

　　　　ルクゾール松尾203号室

ＴＥＬ：860-8366

ＦＡＸ：869-0403

E-mail：nahahigashi-rc@nahaeast.org

（電話・FAX・メールアドレスの変更なし）

例会変更のお知らせ

・那覇東ロータリークラブ（再送）

日時：12月24日（木）12：30点鐘

場所：ホテルロイヤルオリオン2階「旭の間」

ビジター費：2,500円

日時：1月7日（木）12：30点鐘

場所：ホテルコレクティブ2階「大宴会場」

ビジター費：3,500円

※コロナ対策のため昼間の例会に変更

※両日ともメーキャップ要事前連絡

前夜祭　

　　日時：4月29日（木）18：00～

　   場所：石垣港

　　※サンセットクルージング＆船上パーティー

記念式典・祝賀会

　　日時：4月30日（金）17：30～

　　場所：ANAｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ石垣ﾘｿﾞｰﾄ1F

■例会予定■幹事報告

■ニコニコの趣旨

12月16日

出席報告

¥18,732

算定用会員数

出席者数

29

出席免除者欠席数 2

23

2

今回

¥1,411

前 回 累 計 ¥122,000

¥20,143¥133,000

■出席報告

《12月ロータリー為替レート　＄１＝￥１05》

2510 2511例会NO.

¥11,000

31会員数 31

石垣ＲＣ創立60周年記念式典並びに祝賀会の
お知らせ

第2511回

累 計

訂正出席者数

29

24

0
メーク
アップ

82.76%

一般会員

24

79.31%

0

0

訂正出席率

前回

出席率

免除会員

0

23

訂正算定分母

82.76% 79.31%

29

12月9日例会日

■久しぶりに参加させて頂きました。皆様の
お顔が見れた事、コロナに負けずに会が運営
されている事、嬉しく思います。いつの日に
か再入会出来るよう頑張りたいです。
　　　　　　　　　　　（我謝 八重子）

■新年1月のガバナー公式訪問の打ち合わせに
寄せて頂きました。よろしくお願い致しま
す。（田中久光/浦添ＲＣ）

■お久しぶりです。11月に沖縄県民になりま
した。よろしくお願いします。
　　　　　　　（遠藤茂敏/台北城東ＲＣ）

29

■ｅスポーツ大会に向け、創立55周年事業決
定いたしました。（新垣 義夫）

■コロナ マケルナ！元気で行こう！
　　　　　　　　　　　　（宮城 富夫）

■平仲朱那さんの初Ｖ、快挙を祝して❕

　　　　　　　　　（天願 勇、茂宮 隆次）

平仲朱那さんのゴルフ優勝を祝してニコニコ
します。おめでとうございます！
ゲスト・ビジタ－の皆様ようこそお越し下さ
いました。ありがとうございます。
　　　　　　　　　　　　（仲吉 サダ子）

那覇東ＲＣ例会場・事務所移転のお知らせ



■ユンタク会

再入会に向けて頑張ります！

高橋清一郎会員

中部商業で30年来学校歯科医してました

クレシエメンさん（米山奨学生）

私の名前の由来について

髙野美月さん（青少年交換派遣学生）

法政大学文学部地理学科への合格の報告

田中久光様（浦添ＲＣ会長）

1/15合同例会について

遠藤茂敏様　遠藤町子様　

11月に糸満市民になりました

我謝八重子様（パスト会員）

中部商業高等学校　近藤貴雄先生 中部商業高等学校　高江洲譲治先生

ｅスポーツ大会ご支援へのお礼 ｅスポーツ大会イベントのご案内

　職業宣言　９．常に相手の身になって共存共栄を図ることが、職業奉仕だ。



中城わらび保育園ホームページより

2020年12月21日掲載

沖縄タイムス記事より


