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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

■例会プログラム
：仲宗根 真由美

：宮城会長

：仲宗根 義次

：日も風も月も・四つのテスト

：なし

：なし

：宮城 富夫

：仲村幹事

：順次登壇

：新垣 裕輝

：新垣 裕輝

：宮城会長 【幹事報告】

①2021-22年度ＲＬＩ講習予定のご案内

 ②第19回ロータリー全国囲碁大会のご案内

③東京本郷ＲＣ例会臨時変更のお知らせ

前 回 累 計 ¥21,000

 　 １．真実かどうか
 　 ２．みんなに公平か　　　

算定用会員数

ｴｺ思想推進宣言

幹 事 報 告

閉 会 点 鐘

出席率

ゲストビジター紹介

基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間

28 28

開 会 点 鐘

■幹事報告

78.57% 57.14%

司 会

清 聴

＊＊＊　第２５２２回　（２０２１年７月２８日）　例会報告　＊＊＊

ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

《9月ロータリー為替レート　＄１＝￥１10》

■会長挨拶

出 席 報 告

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

委員会活動計画発表

訂正出席率 78.57%

免除会員

29 29

出席者数

¥4,259

第2522回 ¥4,000

■各委員会活動計画ありがとうございました。
会員の皆様、コロナ対策バッチリとりながら頑張
りましょう！（宮城 富夫）

■前回ご案内しました当ホテル網焼香房輪（あみ
やきこうぼうりん）のスペシャルディナーを多く
の会員の皆様にご利用頂きありがとうございまし
た。また、誕生会を祝って頂きありがとうござい
ました。（天久 宏幸）

7月14日

出席報告

累 計 ¥25,000 ¥6,461

¥2,202

28 28

訂正出席者数

訂正算定分母

71.43%

前回 今回

例会NO. 2521 2522

0

22 16

出席免除者欠席数 1 1

4

■ニコニコの趣旨　

一般会員

■お疲れさまでした。（新垣 義夫）

7月28日

会員数

皆さんこんにちは。本日は第3回目の例会となっ
ております。
先週は沖縄県の緊急事態宣言の基準、1日平均80
名、1週間560名の感染者数に当てはまり休会と
しました。
その後有識者からの話を聞いてみると、実は感染
者数は増えている中（デルタ株70～80％）重症
者が少ない、私は毎週データを取っていますが、
つい1か月前は常時14～15名の重傷者がいまし
たが、現在2～3名です。基本的には重傷者を目安
にしたいと思います。新城ガバナー補佐ライング
ループにおいて各クラブの例会開催のアンケート
を取りました。基本的には開催する方向で、コロ
ナ対策を十分に行っておれば例会開催は可能であ
るという意見でした。
今週は、若林ガバナー公式訪問の第1弾で、若林
ガバナーは来県されております。第2弾は来月と
なっており、8/25が当クラブのガバナー公式訪
問となっております。安全対策を十分にとってお
迎えしたいと思います。

会 長 挨 拶

22 20

0 0

例会日

メーク
アップ

■出席報告



<本日＞
◆第２５２２回７月２８日（水）

各小委員会活動計画発表

◆第２５２３回８月４日（水）

各小委員会活動計画発表

◆第２５２４回８月１１日（水）

卓話：会員増強月間に因んで

◆第２５２５回８月１８日（水）

クラブ協議会（ガバナー公式訪問リハーサル）

◆第２５２６回８月２５日（水）

ガバナー公式訪問

●基本方針 ◆第２５２７回９月１日（水）理事会

ビーチクリーン勉強会

◆第２５２８回９月８日（水）

移動例会（社会奉仕活動）

蝶々ハウス維持管理

◆第２５２９回９月１２日（日）

ビーチクリーン開催

◆振替休会（ビーチクリーン9/12開催）

◆第２５３０回９月２２日（水）

夜間例会（観月会）

場所と時間：未定

◆特別休会　定款7-1-(d)-(5)

■活動計画

※場所：てぃるる（全コース）

■委員会報告 仲宗根親睦活動委員長 ■7月誕生月会員

・模合名は第4火曜日なので、四火会とします。

炉辺会
（毎月第4火曜日）開催
にあたり並行して模合会
員を募集します。
後ほど名簿を回覧にてご
案内しますので、参加さ
れる方は記名お願いしま
す。

・模合代金2万円で、内5千円は場代預かり金と
　して運営致します。

・忘年会やイベント開催時に預かり金範囲内で
　運営致します。

・オブザーバー参加者は毎月の場代を人数で割
　り勘致します。
　多くの皆様の参加をお願い致します。

■例会予定■活動計画発表

クラブ管理運営委員会は、クラブのテーマ【『不易流
行』の実践で、ロータリー活動の充実を！】を行動に移
すための各委員会の計画を提案・促進・支援を目指しま
す。
重大課題としては、
1）クラブのコミュニケーションツールとしてLINE・
ZOOM等の活用促進・支援。2）My Rotaryの登録推
進。
3）クラブのYouTubeチャンネル開設。
（クラブの奉仕活動を動画撮影し、ネット上へアップす
る。具体例としては、社会奉仕活動や青少年活動に繋が
る内容のコンテンツ提案を目標にする）
その結果、公共イメージ向上にも効果が期待できる。

クラブ管理運営委員会としては、上記基本方針を推進す
るうえでの基礎となる明るく楽しく、そして全会員が協
力的になれるようなクラブ造をめざして、 日　時

１１月２３日（火）
 １月１６日（金）

未  定

ﾊﾟｰﾄⅠ
ﾊﾟｰﾄⅡ

ﾊﾟｰﾄⅢ

卒後ｺｰｽ

１０月２２日（金） 9：00～17：00
9：00～17：00

2021-22年度　RLI講習予定表
（沖縄地域対象）

講　習

クラブ管理運営委員会　國吉一人委員長

■地区・他クラブよりお知らせ

時 間
1）親睦・友好・情報研修等を通しての会員相互の友好
的資質の向上

2）例会のプログラム・各奉仕活動の充実を構築への取
り組みや各小委員会の活性化を推進・支援してまいりま
す。

9：00～17：00
9：30～12：30

誕生月おめでとうございます！
天久宏幸会員（7/27）



【友好クラブ委員会】 【米山奨学委員会】

■活動計画 ●基本方針

■活動計画

3）名古屋守山ＲＣとも交流は深く進めて行きたい。

【会員増強選考委員会】

■活動計画

3）再入会希望者に対しても選考委員会にて再審査を行
う

■活動計画発表

■活動計画発表

会員増強選考委員会　高橋清一郎委員長

ロータリー情報・デジタル化推進委員会
溜川良次委員長

デジタル化は世の中の動き、一番身近な道具が「ス
マートフォン（SF）」です。私も得意ではありませ
ん。数か月前に中城村教育委員会が主催したSF教室に
参加しました。高齢者の人が対象で、電話とメールだけ
で使っている人も多いようです。写真を送ったり受け
取ったりが簡単にできるなど、たいへん便利です。まず
は、どれだけの人がどのくらい使えるのか、どう使いた
いのかなどニーズ調査から始め、一日教室をやってみた
いと考えています。

もう一つは「ZOOM（ズーム）」。どこにいても会
議や研修などに参加できます。この使い方を知れば、ど
うしても例会に出かけることはできないが自宅や事務所
などから参加できるようになります。

以上の2点を中心に委員会活動を進めてまいります。
階段を一段ずつ昇るように、ゆっくりと楽しく駒を進め
ていきましょう。

友好クラブ委員会　新垣義夫委員長

1）友好クラブである東京東村山ＲＣとは、地区大会並
びに互いのクラブの特別行事でも常に交流会を催してお
り、今後も更なる友好関係を築いて行きたい。

1）前年度に引き続きパキスタン出身の米山奨学生、ク
レシ・エメン シャキルアマドさんをサポートしていき
ます。

2）10月の米山月間には奨学生や地区委員の方々へ卓
話を依頼して、米山奨学事業の意義と理解を広めていく
よう努めます。

3）出来るだけ多くのクラブ会員の皆様へ寄付のご協力
をお願いします。

1）推薦された入会候補者を面接の上、個人的、社会的
な面で入会資格審査を行なう。

2）審査項目により（チェック項目は別紙参照）選考委
員はそれぞれの立場から適否を判断し結果を集計し総合
判断を行う

※昨年からのコロナ禍が深刻化している最中であり、新
年度の友好活動に影響しないことを望みたい。

将来、母国と日本の懸け橋となり国際的な活躍をする奨
学生のサポートに努めます。奨学期間は出来るだけ多く
のロータリアンと関わりを持ち、日本と沖縄の文化や習
慣を学ぶ機会を設けます。

■活動計画発表 ■活動計画発表

米山奨学委員会　新垣真由美委員長

2）台湾中和圓通ＲＣとの友好クラブ締結は、昨年締結
書は交わしておりますが、コロナ禍で公式な交流会は成
していないないで、コロナ禍終結後に交流を積極的に深
めて行く。

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。



ショートスピーチ

7/28例会「ショートスピーチ」

溜川　良次

■井の中の蛙かもしれません
当園職員が作った清掃マニュアルに「スカッチで…」と記載がありました。「スカッ

チ」って何？ということで調べたところ、「沖縄人が東京に住むと」というHPを開くこと
になりました。そこでスカッチとは「スポンジ」だとわかりました（正しくは「スコッ
チ・ブライト」という商品名）。歯磨きを「コルゲート」と呼ぶ方がいるようですが、沖
縄ならではの呼び名ですね。
当たり前のように使っている言葉なのに“当地”以外には使われていないものがあるも

のです。私の故郷「千葉県柏市」。電柱みたいな高い柱にスピーカーがついた防災無線の
ことを「パンザマスト」と呼んでいました（おそらく今も）。それがテレビ番組で「柏市
民だけがそう呼んでいる」と放送されたのですから驚きました。全国的に通じた名称だと
疑いもなく使ってきたものが、全国でも珍しい呼称だったとは…本当にびっくりしまし
た。「井の中の蛙 大海を知らず」。外に出ないと分からない・知り得ないことはあるも
のです。



ショートスピーチ

私事ですが、7月～12月まで琉球新報の南風と
いうコラムに執筆させて頂いております。
先先週第一稿の掲載がありました。もう一人の
方と隔週土曜日を担当しております。1回750
字以内ですが、意外とテーマが設けられていな
いので、毎回違う内容とオリンピックも開催さ
れるのでアスリートファーストとか、あとボク
シングの話を絡めながら原稿を仕上げたいと思
います。
皆さん宜しければご覧になって頂ければと思い
ます。

平仲絢子会員


