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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 ★ゲスト

：宮城会長 ・クレシエメンさん（米山奨学生）

：仲宗根 義次 ・仁紙泰志様（県立中部病院初期研修医）

：日も風も月も・四つのテスト ・遠藤町子様（遠藤茂敏様令夫人）

： ☆ビジター

ｴｺ思想推進宣言 ： ・遠藤茂敏様（台北城東ＲＣ）

会長挨拶 ：宮城 富夫 ・山里将様（浦添ＲＣ）

幹事報告 ：仲村幹事

委員会報告 ：報告特になし

ﾆｺﾆｺＢＯＸ ：仲宗根 真由美

出席報告 ：仲宗根 真由美
閉会点鐘 ：宮城会長
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■ニコニコの趣旨

■会長挨拶　宮城富夫会長

訂正出席者数

10月6日

出席報告

累 計 ¥42,000

出席者数

　皆様こんにちは！　コロナ禍も収まりつつある状況の
ようですが、明日14日に衆議院解散そして総選挙にな
る模様ですが、経済の活発化も含めて人的交流の復活を
期待するものです。
　地区ではホームページ内に新しくYOUチューブチャ
ンネルを設置し、ガバナー及びG補佐の挨拶、紹介や各
委員会ワークショップ、クラブの活動状況を積極的に広
報しております。宜野湾クラブの例会も通常に向かって
いますが、執行部ではこれを機にオンラインを活用した
ハイブリッド例会運営に取り組み中です。今後も時代の
ニーズにあった不易流行のロータリー活動を目指すこと
が懸命と思料します。
　さて、地区目標の1つに掲げております「水辺の美化
プロジェクト」として、わがクラブでは来月11月21日
(日)に宜野湾、中城の東西両海岸のビーチクリーンを社
会奉仕委員会を中心にした実行委員会を組織して公共イ
メージ向上を目標に企画推進中であります。その節は会
員の皆様にも、職場、家族、友人等に声掛けご参加をよ
ろしくお願いします。
　今月は、※米山強調月間です。今日は、それに因んで
米山奨学生であります「クレシエメン」さんに卓話して
頂きます。母国は演題にもありますパキスタンでありま
して、日本との比較した情報提供となり、国際理解の一
助に貢献するもと思って居ります。楽しく拝聴くださ
い。
　会員の皆様においては、日常生活のリズムが掴みにく
いこの頃ですが、不易流行の機会と捉えて活動に取り組
んでください。以上、私の挨拶を終わります。※「地域
社会の経済発展月間」でもある

 　 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２５２５回　（２０２１年１０月１３日）　例会報告　＊＊＊

¥2,573

¥10,177

■①本日は多くのゲスト・ビジターの皆様にお越し頂き
ありがとうございます。
②エメンさんお疲れ様です。元気な赤ちゃん産んで、ま
た例会に来て下さいネ！（新垣 真由美）

■クリーンキャンペーン11/21（日）開催ホストとし
ての勉強頑張りましょう！エメンさんパキスタン国との
違い、少し理解（国際理解）できたかな～卓話ありがと
うございました。（宮城 富夫）

■皆さん、お久しぶりです。今日もよろしくお願いしま
す。クレシエメンさん卓話、日本語がお上手なので感心
しました。（山里将/浦添ＲＣ）

■ニコニコ・米山・財団寄付

■皆さんこんにちは。先日誕生日に頂いたワインありが
とうございました。健康と出会いに感謝を込めて味わい
ました。（東江 繁子）

■クレシエメンさん卓話ありがとうございました。今度
パキスタンカリーのレシピ教えてください！
　　　　　　　　　　　　　　　　（仲村 真二）
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《10月ロータリー為替レート　＄１＝￥１12》

■ゲスト・ビジター紹介　仲宗根親睦委員長
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¥12,750

■出席報告

■皆様、お久しぶりです。クレシエメンさん卓話ありが
とうございました。（アラルコン朝子、茂宮 隆次）
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ゲストビジター紹介



<本日＞
◆第２５２６回１０月２０日（水）

ユンタク会

◆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：川松保夫氏（地区ポリオプラス委員長）

演題：ポリオ根絶について（仮称）

※ZOOM卓話（東京練馬中央ＲＣと同時開催）

【幹事報告】 ◆第２５２９回１１月１７日（水）

①資料の案内 外部卓話：

・オープン例会成功のための６つのヒント ◆第２５３０回１１月２４日（水）

・会員増強７つの習慣 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

◆第２５３１回１２月１日（水）理事会

卓話：天久宏幸会員

演題：未定

◆第２５３２回１２月８日（水）

クラブ総会

◆第２５３３回１２月１５日（水）

移動例会（沖縄分区大会ＩＭ）

◆第２５３４回１２月２２日（水）

夜間例会（忘年会）　点鐘；19：00

会場：ラグナガーデンホテル

●例会変更のお知らせ

・那覇南ロータリークラブ

日時：10月25日（月）移動例会・職場訪問

場所：琉球治療院 Medical Herb Café ＋

　　　（林　秀一会員）

日時：11月29日（月）移動例会・職場訪問

場所：国際電子ビジネス専門学校（KBC学園）

　　　（大城眞徳会員）

●例会休会のお知らせ

・那覇南ロータリークラブ

11月22日（月）（定款第7条第1節d項）

日時：10月23日（土）10：00～13：00

場所：沖縄尚学高等学校6階（視聴覚教室）

　　　那覇市国場747　TEL832-1767

※韓国と沖縄を結ぶオンライン開催です。

※マスク着用でご参加下さい。

■ゲスト・ビジターご挨拶

仲村真二幹事

・本日４時半まで那覇西ＲＣの献血活動がハー
バービューホテルで行われています。ご協力をお
願いします。

■例会予定■幹事報告

東江繁子会員

■地区・他クラブよりお知らせ

後援：沖縄県、那覇市、沖縄県商工会議所
　　　連合会、那覇南ロータリークラブ

第8回 日本語弁論大会　in　Okinawa
韓日経済文化交流会・沖縄（那覇南ＲＣ後援）

主催：韓日経済文化交流会
　　　日韓経済文化交流会・沖縄

共催：沖縄尚学高等学校
　　　沖縄尚学高等学校付属中学校

仁紙泰志様（県立中部病院初期研修医）

遠藤茂敏様（台北城東ＲＣ）

山里将様（浦添ＲＣ）



　

■本日の卓話 ■ショートメッセージ

　

　

　

エメンさんへ：
2020年4月より米山奨学
生のスポンサークラブ、そ
してカウンセラーとしてエ
メンさんをサポートする事
になりましたが、新型コロ
ナ感染拡大により例会も休
会が続き思うように接する
ことが

出来ないまま,あっという間に1年半が過ぎまし
た。そんなコロナ禍が続く状況ではありますが、
エメンさんは学業に励み、人生のパートナーに出
会い結婚、そして来月にはお母さんになります。
エメンさんは初めての卓話で、「将来はパキスタ
ンの女性の地位向上のために役立つような仕事を
したい。女性が社会に出る事や、出産した後に仕
事に復帰するという事は本当に稀なケースでそれ
自体許されないのがほとんどなので、そのような
偏りのある社会を変えていきたい」と話していま
したが、エメンさんの行動力とコミュニケーショ
ン力があれば本当に実行出来ると思います。奨学
期間は残り6ヶ月となりましたが、無事に出産を
終えてまた例会で会える日を楽しみにしておりま
す。

新垣真由美カウンセラー

クレシエメンさん（米山奨学生）
日本とパキスタンの相違点と類似点について

私は、今回例会の卓話で私が経験したこと、感じ
たことを皆さんの前で話す機会を頂き、非常に嬉
しく思っています。日本と母国であるパキスタン
を比較し、私が感じた文化の相違点と類似点を紹
介したいと思います。

また、皆さんはまだパキスタンについて知らな
いと思いますので、今日の卓話で簡単に皆さんに
パキスタンの相違点と類似点を知って頂けたらと
思います。相違点と類似点は沢山ありますが、そ
の中のいくつかを紹介します。
●食文化について
●伝統的な服文化について
●結婚式文化について（別紙卓話資料をご覧下さい）

職業宣言　８　職業倫理を高めることは、職業奉仕の大切な一面だ。

■週報協賛広告


