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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

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 ☆ゲスト

：岡江会長 ・髙野美月様（第56期青少年交換派遣学生）

：仲村 真二 ・城間こころ様（城間幹夫会員紹介）

：奉仕の理想・四つのテスト ・天久宏幸様（伊禮文雄会員紹介）入会候補者

：なし ・宮平宗幸様（岡江会長紹介）入会候補者

エコ思想推進宣言：なし

：富田 真理子岡江 保彦 ビジター

：平仲 絢子 ・上原慎次様（那覇南RC）

：髙野美月さん 　　　　　　　　地区青少年交換副委員長

：伊禮 文雄 ・二宮徹様（福岡城西ＲＣ）
：伊禮 文雄 ・徳物葉子様（札幌はまなすＲＣ）
：岡江会長

■会長挨拶

幹 事 報 告

出 席 報 告

ゲストスピーチ

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

閉 会 点 鐘

＊＊＊　第２５１５回　（２０２１年３月１０日）　例会報告　＊＊＊

会 長 挨 拶

司 会

水と衛生月間月間

 　 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　伊禮文雄会員　

ｿ ﾝ ｸ ﾞ ﾘ ｰ ﾀ ﾞ ｰ

昨年の今頃から人類史上、100年に一度の病原感染が急速に世界全域に拡大し、人類は目に見え
ない敵に怯えている状況が続いております。自然災害と異なり、この種のウイルス感染による災害は
人災であり国や地方自治体があらゆる感染防止対策を講じても改善の兆しは一進一退であります。国
民一人一人が自分の命は自分で守るという固い決意を以って、緊急事態宣言を守り、実行することが
コロナ禍収束の道であると思います。

コロナ禍によって経済社会の構造も大きく変化してきております。在宅勤務、自宅待機または解雇
等、更に観光、飲食業に対する規制強化による事業縮小、廃業は新たな事業の創出の気運を高めてい
る一因ともなっております。

このような混乱と変革の時代を迎えて、この程幕末から明治、大正、昭和の初期までの大変革期に
わたり日本の経済界をリードし、今日の繁栄の基礎を確立した渋沢栄一をモデルにした大河ドラマが
テレビで放映されております。渋沢は、1840年に生まれ、農民から政府の要人となり、後に実業界
をけん引した実力者でありました。渋沢が自ら著した「論語と算盤」の論語とは徳であり、正道を表
わし、算盤とは事業による利益を意味します。すなわち、社会の福祉のために、事業の収益を活用す
るという思想であります。この点について、私はロータリーの理念と目的に共通する一面が見られる
と思います。ロータリーの目的の一つに「ロータリアン一人一人が個人として、また事業及び社会生
活において日々社会奉仕の理念を実践する」ことが定められております。一方渋沢は、会社を立ち上
げるに当たり経営の方針として、次の四つの項目を挙げております。
①道理正しい仕事か ②時運に適しているか ③己の分にふさわしいか ④人の和を得ているかです。
（田口信史著「渋沢栄一に学ぶ」P50）この四つは、我々ロータリーの四つのテストと相通じる道
標を掲示していると思いますが、皆様はどのようにお考えでしょうか。

混迷する社会において、ロータリアン及びロータリークラブの果たす役割は多大であり、その重要
性が期待されます。私はロータリークラブの末席に身を置くものとして、社会的使命を忘れてはなら
ないと思います。ご視聴ありがとうございました。

岡江保彦会長



<本日＞
◆第２５１６回３月１７日（水）

ガバナー公式訪問オンライン例会

卓話：野生司義光ガバナー

◆第２５１７回３月２４日（水）

ＧＰＭ報告会

卓話：クレシエメンさん（米山奨学生）

演題：未定

◆３月３１日（水）特別休会

　（定款第７条第１節ｄ項適用）

◆第２５１８回４月７日（水）理事会

【幹事報告】

①東京江北ＲＣ例会変更のお知らせ ◆第２５１９回４月１４日（水）

　3/11、3/18（木）例会休会 卓話：小林充氏（地区RYLA直前委員長）

②那覇RC例会休会のお知らせ 演題：未定（RYLA活動について）

　3/16（火）例会休会 ◆第２５２０回４月２１日（水）

卓話：母子の健康月間に因んで

演題：未定

【回　覧】 ◆第２５２１回４月２８日（水）

①コロナ禍における社会奉仕事業報告書 地区大会・地区協議会報告

地区・他クラブよりお知らせ
例会変更のお知らせ

・名護ロータリークラブ

日時：3月17日（水）昼例会改め

　　　夜間例会に変更19：00～

日時：3月24日（水）夜間例会改め

　　　昼例会に変更12：30～

・浦添ロータリークラブ

日時：3月19日（金）IM振替休会取止め

　　　ZOOM例会開催

例会休会のお知らせ

・名護ロータリークラブ

日時：3月31日（水）特別休会

（定款第7条第1節ｄ項適用）

２月・３月
お誕生月おめでとうございます！

アラルコン朝子会員（2/15）
天願勇会員（2/16）

仲宗根真由美会員（2/28）
白間弘造会員（3/10）当日賞

ワインプレゼンターの皆さんと(^^♪

¥7,000

2

21

1

今回

¥1,409

前 回 累 計 ¥146,000

¥25,972¥153,000

■出席報告

《3月ロータリー為替レート　＄１＝￥１06》

■コロナに気を付けて、ロータリー生活を楽
しみましょう。（茂宮 隆次）

30

■例会予定■幹事報告

平仲絢子幹事

第2515回

累 計
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③3/17ガバナー公式訪問オンライン例会につ
いて

■ニコニコの趣旨

例会NO.

3月10日

出席報告

¥24,563

■おかげさまで８３才の誕生日を迎えまし
た。ありがとうございます。（白間 弘造）

■お誕生日お祝いして頂きありがとうござい
ます。
1980年2月28日先日お亡くなりになりまし
た比嘉先生に取り上げてもらいこの世に産ま
れました。ロータリーで再会し、昨年のお祝
いは恥ずかしくも嬉しくてたまりませんでし
た。今年は少し寂しい気持ちですが、比嘉先
生に感謝でいっぱいです。比嘉先生ありがと
うございます。（仲宗根真由美）

■髙野美月ちゃん大学入学おめでとうござい
ます！（上原慎次/那覇南RC）

前回

出席率

免除会員

0

21



ご挨拶（入会候補者）

髙野美月さん 大学入学おめでとうございます！

■本日のスピーチ　　髙野美月さん（第５６期青少年交換派遣学生）

皆さまこんにちは。第56期青少年交換派遣学生の髙野美月です。
2019年の6月頃に初めて宜野湾ロータリークラブの例会に参加してから1年と9ヶ月が経ちました。約2年の間、皆
さまに大変お世話になりました。毎回優しく声をかけて下さる方、私のドイツの留学のためにドイツや留学のお話を
して下さった方、大学合格の報告をした際に「おめでとう」と言って下さった方、本当に皆さまに感謝しています。
ありがとうございます。
留学には行けませんでしたが、ロータリークラブの方々と関わる中で、様々な事を知り、学びました。お互いに支え
合い、おめでたい事をお祝いし合い、支援が必要な団体や学生をサポートしたり、私もそんな素敵な人になりたい
な、っといつも思って行動をしています。
私は3月1日に県立那覇国際高校高校を卒業し、4月からは東京の法政大学に通います。これからも勉強や留学、サー
クルや課外活動など様々なチャレンジをしようと思います。約2年間本当にありがとうございました。
留学とはあまり関係のないお話ですが、明日の3/11について少し調べたことを皆さんと共有したいと思います。

東日本大震災があった時に、直接の地震ではなく津波によって亡くなった方が多かったという事で、「正常性バイヤ
ス」って言葉をご存知でしょうか？地震や予想外のハプニングが起こった時に、事態を過小評価してしまい、自分は
大丈夫だと思ってしまって避難が遅れた方がいらしたという事です。私たちは10年前の教訓を踏まえ、これからも災
害の多い国なので気を付けたいと思いました。以上です。ありがとうございました。

皆様初めまして。アトムホームの宮平宗幸と申しま
す。アトムホームは全県を対象に太陽光の営業、販
売を行っております。近年の脱炭素社会に向けて、
弊社が扱っている再生可能エネルギー太陽光を使っ
て取り組んでいるところであります。地球温暖化は
日本だけでなく世界規模で問題視されております。
こう言ったところの取り組みをしっかりやっていく
事が人類の生存の為になると思いますので、そうい
う礎の一つとして僕たちも協力出来ればと思いま
す。若輩者ですが、宜しくお願い致します。

皆さんこんにちは。天久宏幸と申します。去年3月
まで沖縄開発金融公庫に勤めておりました。吉田さ
ん、伊禮さんとは同僚となっておりました。この
度、ご推薦頂き御会に入会させて頂きたいと考えて
おります。私の出身は読谷村で、現在北中城村に住
んでおります。学生の頃から野球をやっておりまし
て、吉田さん伊禮さんとは会社の野球部での付き合
いもありました。現在は還暦野球を時々プレイして
おります。是非ロータリーの皆様と親睦と交流を深
め、色々と貢献させて頂きたいと思います。よろし
くお願いします。



会員さん情報

3/13沖縄タイムス掲載記事
　　　情報提供：仲村真二会員



㈱アトムホームさん社会奉仕活動情報


