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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

■クラブ協議会プログラム
：仲村真二幹事

：宮城富夫会長

：宮城富夫会長

：若林英博ガバナー

：新城恵子ガバナー補佐

　①奉仕プロジェクト委員会：岡江保彦委員長

　②ロータリー財団委員会：城間幹夫委員長

　③クラブ管理運営委員会：國吉一人委員長

　④会員増強委員会：高橋清一郎委員長

　⑤公共イメージ向上委員会：天願勇委員長

　①国際奉仕委員会：新垣真由美委員長

　②青少年奉仕委員会：平仲絢子委員長

：若林英博ガバナー

：國吉一人会長エレクト

：宮城富夫会長

国際ロータリー第2580地区

　地区ガバナー　若林英博様

　地区幹事　　　新保雅敏様

　地区副幹事　　新崎康幸様

　沖縄分区ガバナー補佐　新城恵子様

　沖縄分区幹事　田中久光様　　　　　

各委員会活動報告（5項目）

各委員会活動報告（その他）

■会長挨拶

奉仕プロジェクト委員会　岡江保彦委員長

はじめに、本題に入る前に当宜野湾ＲＣは原則として
宜野湾市、北谷町、北中城村、中城村の4市町村を活動
エリアとしております。これまで宜野湾社会福祉協議会
主催恒例の「赤い羽根共同募金運動」への参加、生活困
窮家庭に対する食料品支援事業への参加、その他市街路
美化運動や伝統行事への参加等、積極的に地域の振興に
関わってきました。

ところで、隣接の北谷町は近年、都市開発が進行し、
著しく人口が増加する町に発展しております。特に米軍
施設返還に伴う跡地利用は大型商業施設、ホテル、飲食
業更に娯楽施設等を促進するようになり、一大市街地を
形成するに至っています。ところが、新型コロナ感染蔓
延により町内のホテル、飲食業その他お土産品店等は大
きな打撃を受けております。その結果、職を失い収入元
が絶たれ、また時間短縮による給料の削減等生活を圧迫
する事態となりました。また失職による家族の離散は一
人親家庭を生み出す危機を招いております。特に休校措
置に伴い自宅で過ごす児童のため働くにも働けない一人
親もいます。このようにコロナ禍は、生活苦を助長する
だけでなく教育の現場にも深刻な問題となっています。

社会福祉協議会の関係者によると、温かい支援の輪を
求めているとのことであります。その一つに個人、企
業、商工会、NPOその他の慈善団体に対する支援の要
請があります。特に現金はもちろんのこと、米、麺類、
調味料の食料品が望まれております。行政としてもコロ
ナ禍の影響によって失業した者または休業した者に対し
て生活資金として一時的な資金の緊急貸付を実施してお
ります。また社会教育、家庭教育に関する取り組みが協
議されている段階です。

当クラブとしても、この異常な事態にどのように対応
し、何が出来るか関係市町村及び福祉団体と連携し地域
社会を明るくする奉仕活動が求められていると思いま
す。具体例として
（1）フードドライブの実施（日常食料品等）
（2）一人親家族に対する支援（留守児童の健全育成）
（3）教育現場に対する教材の支援（電子機器等）
（4）社会環境の整備（美化運動）
以上、私の活動計画発表を終わります。

 　 １．真実かどうか
 　 ２．みんなに公平か　　　

地域社会の経済発展月間/米山月間

開会の挨拶

司 会 進 行

＊＊＊　第２５２３回　（２０２１年９月１５日）　ハイブリット例会報告　＊＊＊

■役員紹介
閉会の挨拶

お礼の言葉

ガ バ ナ ー コ メ ン ト

■新型コロナウイルスで困っている人を支援
しよう

役 員 紹 介

ガ バ ナ ー 挨 拶

ガバナー補佐挨拶

皆さんこんにちは。
8/25予定しておりしたガバナー公式訪問が、コ
ロナ感染者拡大により延期となり、本日ハイブ
リットでの開催の運びとなりました。

各委員長の皆様、活動計画の発表よろしくお願
いします。

宮城富夫会長



<本日＞
◆第２５２４回１０月６日（水）理事会

ユンタク会

◆第２５２５回１０月１３日（水）

卓話：クレシエメンさん（米山奨学生）

◆第２５２６回１０月２０日（水）

オープン例会

◆第２５２７回１０月２７日（水）

ロータリー勉強会

◆１１月３日　祝日休会（文化の日）

◆第２５２８回１１月１０日（水）理事会

卓話：ロータリー財団月間に因んで

◆第２５２９回１１月１７日（水）

外部卓話：

◆第２５３０回１１月２４日（水）

移動例会（社会奉仕活動）

場所：宜野湾市いこいの市民パーク

時間：11：30集合　12：30点鐘

■ロータリーの公共イメージをアップさせよう

※開催場所：てぃるる（全コース）

28 28

訂正出席率 71.43%

19

クラブ管理運営委員長の國吉一人です。「元気なクラブ
なろう」について、元気なクラブになるためには会員が
元気で奉仕活動等いろいろなイベントに参加して、その
成果や充実感を共有できる事が重要だと感じています。
そこには遊びの感覚を用い楽しい懇親が出来れば、尚ク
ラブの活力にも通じると考えております。そのために
は、現在コロナで活動が制限されている中でも、何かし
ら出来ることを考え会員同士のコミュニケーションが図
れる機会を模索していきたいと思います。また緊急事態
宣言が明ければ、リアル例会も再開され、奉仕活動やイ
ベントも積極的に開いていきたいと考えています。結局
のところ、元気なクラブになるために、やはり顔を合わ
せて忌憚のない意見交換が出来る環境整備が必要だと感
じております。例会以外にも会員同士で数多く顔を合わ
せることが重要だと思います。これからもそのための努
力を継続していきたいと考えております。以上が私なり
の「元気なクラブになろう」の方針となります。

¥6,461

免除会員

29 29

出席者数

■地区・他クラブよりお知らせ

■出席報告

時 間

9：00～17：00

9：30～12：30

訂正出席者数

訂正算定分母

67.86%

前回 今回

例会NO. 2522 2523

4

16 19

出席免除者欠席数 1 1

0

■ニコニコ・米山・財団寄付

一般会員

9月15日7月28日

出席報告

累 計 ¥25,000

¥0

日　時

　１月１６日（日）

　2月20日（日）

未　　定

ﾊﾟｰﾄⅠ
ﾊﾟｰﾄⅡ

ﾊﾟｰﾄⅢ

卒後ｺｰｽ

１1月２3日（火） 9：00～17：00

9：00～17：00

2021-22年度　RLI講習予定表
（沖縄地域対象）変更のお知らせ

講　習

¥6,461

第2523回 ¥0

■例会予定

算定用会員数

出席率

■元気なクラブなろう

28 28

57.14% 67.86%

《10月ロータリー為替レート　＄１＝￥１12》

例会日

クラブ管理運営委
員会

國吉一人委員長

公共イメージ
向上委員会

天願勇委員長

世界中に流行・蔓延している新型コロナウイルスは日々
の生活で健康管理の大切さを改めて思い起こさせてくれ
ました。
私たち宜野湾ＲＣの特徴は3つあります。
1.女性会員が多いこと
2.在籍年数の多いベテラン会員の出席率が高い
3.西普天間地区に『国際医療拠点』が完成されること
1番について、ポール・ハリス・フェローの許田英子さ
ん、宜野湾市功労者・文化部門に今年度表彰されたアラ
ルコン朝子さん、ボクシングスクールジム・マネジメン
トの傍ら、琉球新報に随筆を執筆している平仲絢子さん
等、尊敬に値する女性会員が多数います。
2番目は、毎週の例会に25年間休むことなく出席し、
趣味のゴルフも回っている高橋清一郎先生のような流行
に流されることなく、不易を守る大先輩の存在です。
3番目は、現在、着々と進んでいる琉球大学医学部移転
計画です。2024年には医学部・病院の移転が完了し、
アジアの玄関口である沖縄に東西の最先端医学の交流拠
点が誕生します。
私たち委員会は、宮城富夫会長の提言する『不易流行』
を実践して『人生を豊かに』する公共イメージを向上す
る活動を進めていきたいと思います。

0 0

前 回 累 計 ¥25,000

20

会員数

誕生日おめでとうございます。
宮城富夫会員（8/3）　仲吉サダ子会員（8/10）
阿嘉よね子会員（9/3）　新垣裕輝会員（9/8）
平安座唯盛会員（9/15）　比嘉直子会員（9/22）
岡江保彦会員（9/26）
城間幹夫会員（10/4）　宮城仲健会員（10/23）

メーク
アップ



■委員会活動報告■会員増強・クラブ拡大する覚悟を持とう

会員増強委員会
高橋清一郎

委員長

会員増強委員会の高橋です。よろしくお願いします。
私の事業計画ですが、具体的な取り組みは、ロータリー
のイメージ向上を目指して活動していきます。それは宜
野湾ＲＣの会長方針でもあります、ネット、ホームペー
ジ、ＳＮＳの活用等、ロータリーの広報誌などを公共施
設に掲示してもらう等、窓口を広げていきたいと思いま
す。私見ですが、日本の国民性からして常に受け身的な
行動性を持っており、自ら積極的に行動に移す性格はな
いと思っております。そうすると、会員増強を図ること
は大変困難であると思います。新入会員は待ってても来
ないです。私共の行動が大事になっていて、ロータリア
ンの誠意を持って候補者に接触していくと効果が期待さ
れると思います。具体的なアプローチとして、1.過去に
リストアップされた人 2.交換留学生、帰国子女 3.商
工会あるいはＪＣ 4.職業分類の見直し 5.例会へのゲ
スト招待（友人・知人） 総括的に、待ってても来ない
けれど、世の中には待っている人も結構いると思いま
す。遠くから見て待っている人が沢山いると思います。
全会員による積極的なアプローチをしていきましょう。

国際奉仕委員会
新垣真由美委員長

青少年奉仕委員会
平仲絢子委員長

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。

ありがとうございました。

お疲れ様でした。


