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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
：天久 宏幸

：宮城会長

：仲宗根 義次

：日も風も月も・四つのテスト

：

ｴｺ思想推進宣言 ：

会長挨拶 ：宮城 富夫

幹事報告 ：仲村幹事

委員会報告 ：富田真理子、溜川良次、仲宗根義次

ﾆｺﾆｺＢＯＸ ：新垣 裕輝

出席報告 ：新垣 裕輝
閉会点鐘 ：宮城会長

【理事会報告】

①予算案について

②オープン例会開催について

③水辺のクリーンキャンペーン日程調整について

④炉辺会合の開催について

⑤IM企画取り組みについて

【幹事報告】

①コザRC創立60周年記念式典・祝賀会のご案内

【回覧】

①ガバナー月信10月号及び特集号のご案内

②コーディネーターニュース10月号のご案内

③ハイライトよねやまVol258号のご案内

④中華民国・台湾110年国慶節ご挨拶のご案内

②名護RC主催（北部地区中学校新人野球大会）
　のご案内

 　 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 点 鐘

司 会

＊＊＊　第２５２４回　（２０２１年１０月６日）　例会報告　＊＊＊

ゲストビジター紹介

清 聴

ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

皆様こんにちは！
余談ですが本日は、10年前2021年に私が2度目
のクラブ会長でして、くしくも10月6日は同じ水
曜日にあたっております。10年前の今日は、水野
正人ガバナーを迎えてのコザロータリークラブと
の合同例会でありました。(^_^; その前日は、急
遽普天満宮の重陽祭の儀において、東京オリン
ピック招致委員会の副理事長CEOでありミズノス
ポーツ元会長の水野Gが招致運動のさなか成就祈
願の玉串奉納を行って、招致成功を叶えたエピ
ソードがありました。

さて、このコロナ禍の影響で例会及びロータ
リー活動が停滞してしまいました。G公式訪問の
延期とオンライン訪問例会、新城分区AG訪問の中
止、9/12に予定していましたビーチクリーン活
動の11月への延期。そして今月10/20に予定し
ていましたオープン例会の来年2月への延期など
影響が余儀なくされました。

これを機会に、ロータリー例会、活動の在り方
がICTを活用したオンライン会議など、大きく対
応が変化しました。これになかなか取り組みが弱
い方々もいらっしゃいますが、これを機に若さを
取り戻すことも含めてチャレンジして欲しいと
願っています。

地区の取り組みで、ホームページにYOUチュー
ブチャンネルを設けられまして、今まで以上に
NOWで密な情報が配信されています。強調月間に
合わせたZOOMによるワークショップ開催、ラウ
ンジチャット、各AGの自己紹介など、その他オン
ラインを駆使した取り組みが活発化しています。

12月開催予定の沖縄分区大会(IM)もオンライン
大会になる模様ですので、この後2ケ月余の期間
に、わがクラブにおいても、それに対応した活用
できるスキルアップを図りたいものです。また、
LINEグループなどの利用はほぼ充実しています
が、ZOOMも含めて蓄積資料情報の再検索が困難
ですので、クラブのWEBホームページはその面が
長けていますし、スマホからも容易に登録アクセ
スできるので利活用していきたいものです。
以上、私の挨拶を終わります。

宮城富夫会長

■幹事報告　仲村幹事

★ゲスト
眞喜志淳様
（血液センター）

■会長挨拶

☆ビジター
平尾慎一郎様
（那覇西ＲＣ）

■ゲスト・ビジター紹介　仲宗根親睦委員長



<本日＞
◆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）

◆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

日　時：11月4日（木）登録開始16：00～

　　　　記念式典16：30～17：30

　　　　祝賀会　18：00～20：00

場　所：オキナワグランメールリゾート

登録料：10,000円

締切日：10月15日

と　　き：11月3日（水）

スタート：ＰＭ12：14～12：42

（定数OUT/IN各5組づつ　計10組）

場所：オーシャンキャッスルカントリークラブ

プレー費：12,000円（参加料込み・食事付）

懇親会場所：城徳寺（北中城村安谷屋525-1）

懇親会会費：2,000円

申込締切日：10月20日

●例会休会のお知らせ

・名護ロータリークラブ

10月13日（水）野球大会に振替の為

・浦添ロータリークラブ

10月29日（金）定款第7条第1節d項）

●例会変更のお知らせ

１０月15日（金）移動例会に変更

0 0

前 回 累 計 ¥25,000

19

会員数

メーク
アップ 「NPO法人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆ

い」贈呈式

第2524回 ¥10,000

■例会予定■ポール・ハリス・フェロー表彰

■ニコニコの趣旨
コザロータリークラブ

創立60周年記念式典・祝賀会のご案内

演題：日本とパキスタンの相違点と類似点に
          ついて

東江繁子会員

■7月～10月誕生月祝い

左から　宮城富夫会員（8/3）仲吉サダ子会員（8/10）
東江繁子会員（7/13）阿嘉よね子会員（9/3）
岡江保彦会員（9/26）新垣裕輝会員（9/8）
2列目　城間幹夫会員（10/4）

28

訂正出席率 67.86%

¥3,716

¥6,461

28

28 28

67.86% 78.57%

《10月ロータリー為替レート　＄１＝￥１12》

例会日

訂正出席者数

■ニコニコ・米山・財団寄付

9月15日

出席報告

累 計 ¥35,000

■誕生日を祝っていただき、又、大好きなワイン
を頂戴致しましてありがとうございます。
　　　　　　　　　　　　（仲吉 サダ子）

■コロナ禍、一過？あけましておめでとうござい
ます。これから楽しいロータリー活動に邁進しま
しょう！（宮城 富夫）

免除会員

29

算定用会員数

出席率

訂正算定分母

78.57%

前回 今回

例会NO. 2523 2524

0

19 22

出席免除者欠席数 1 1

0一般会員

10月6日

29

出席者数

■やっと皆さんにお会いすることが出来て、とて
も嬉しく思います。
（仲宗根義次、真由美、仲村真二、茂宮隆次）

コザロータリークラブ 創立60周年記念
クラブ対抗ゴルフコンペのご案内

22

¥10,177

■地区・他クラブよりお知らせ

■出席報告

■コロナ明け新年度の例会のような感じがしてい
ます。通常の例会がこのまま続きますように！
（高橋 清一郎）



■委員会報告

　

　

　

　

職業宣言　７　業界の発展のために力を尽くすことも、職業奉仕だ。

富田真理子プログラム委員長 溜川良次デジタル化推進委員長

例会卓話についてのアンケート調査ご協力依頼
デジタル機器の利用に関するアンケート調査の回
答票提出ご協力依頼

仲宗根義次親睦活動委員長
炉辺会合の開催のご案内

城間幹夫地区国際大会参加推進委員
国際大会ヒューストンのご案内

■週報協賛広告

■委員会報告



献血ロータリーデーのご案内

平尾慎一郎様（那覇西ＲＣ幹事） 眞喜志淳様（赤十字血液センター課長）

皆さんこんにちは。私、那覇西ＲＣ幹事の平
尾と申します。本日は貴重なお時間頂きまして
ありがとうございます。
さて、来週13日水曜日の午前10時から午後

4時半まで沖縄ハーバービューホテルの第二駐
車場で献血ロータリーデーを開催するところで
す。
今年度、那覇西ＲＣは創立60周年を6月に迎

えることになっておりまして、今回はこの60周
年記念事業の一環としても兼ねておるところで
す。
現在、新型コロナウイルス感染の影響で集団

献血が凄く減少して、献血の供給不足がとても
深刻化しているところです。この辺の話は後ほ
ど血液センターの眞喜志課長からお話を頂くと
ころです。
国際ロータリー第2580地区では、血液セン

ターからの支援依頼を受けまして、今年度地区
全体で献血奉仕事業を積極的に推進、支援をし
ていこうというので今動いております。
今年7/18には、東京早稲田RCが地区で初めて
献血会を開催され、バス2台、約100名の方の
献血を頂いたという報告を受けています。
沖縄分区におきましては、那覇西ＲＣが今月

開催し、那覇ＲＣ、那覇東ＲＣが12月に開催す
る予定でございます。
ロータリーの皆様には年齢の条件で献血に参

加が難しいところがあると思いますが、ぜひ周
りの皆さんに、職場の皆さんに、親戚の方々に
お声掛けをして頂き、この献血の実状を、厳し
いところを皆様に助けて頂きたいというのが事
業の目的でもあります。是非、ご協力よろしく
お願いいたします。今日はありがとうございま
した。

皆さんこんにちは。沖縄県赤十字血液セン
ター献血推進課課長の眞喜志淳と申します。本
日は貴重なお時間を頂き、献血の告知の方をさ
せて頂けることに感謝申し上げます。
実はご承知のとおり、コロナ禍の影響で、血

液センターは去年から非常に厳しい状況が続い
ておりまして、国の非常事態宣言が発令される
中、献血バス113台が献血できない状況に陥り
ました。そんな中、手術を受ける患者さん、輸
血を必要とする患者さんに輸血を止める訳には
いかないので、商業施設あるいは空き駐車場を
お借りして、献血バスを配車して、呼びかけし
て皆さんにご協力を頂いたところであります。
それでもマイナスはずっと続いている状態でし
たが、全国から応援をもらいながら血液を何と
か届けることができたという形になっておりま
す。現在も同じような現状です。
今回のこの活動は、東京と沖縄のロータリー

クラブの皆さんにご協力を頂きまして開催する
運びとなりました。やっと緊急事態宣言が解除
されましたが、それでも相変わらずキャンセル
が発生しており、一人でも多くの献血のご協力
が必要になっております。輸血を必要とする患
者さんを救うために、どうぞ皆さんのご協力、
ご理解を頂ければ、有難く思います。
今回、那覇西ＲＣさんによる献血は献血バス

2台を配車致します。基本1台50名という目標
で、今回バス2台ですので、100名を目標とし
ています。
沖縄県の患者さんは沖縄県民の血液で守らな

いといけない。自県自給。ぜひこの点をご理解
頂きまして知人、友人あるいは会社の職員の皆
様にお声掛け頂いて、献血に参加頂ければと思
います。ぜひ、よろしくお願いいたします。




