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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
：溜川 良次

：宮城会長

：仲宗根 義次

：我らが生業・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 ：社会奉仕委員会

ﾆｺﾆｺＢＯＸ ：國吉 一人

出席報告 ：國吉 一人
閉会点鐘 ：宮城会長

★ゲスト

・金耀（キン ヨウ）様（アラルコン朝子会員紹介）

・趙丹（チョウ タン）様（アラルコン朝子会員紹介）

・仁紙泰志様（県立中部病院初期研修医）

☆ビジター

・新城恵子ガバナー補佐（浦添ＲＣ）

・田中久光分区幹事（浦添ＲＣ）

・山里将様（浦添ＲＣ）

　

　

　

ゲストビジター紹介

28

例会日

67.86% 57.14%

《10月ロータリー為替レート　＄１＝￥１12》

清 聴

ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

■会長挨拶　宮城富夫会長

訂正出席者数

10月13日

出席報告

累 計 ¥44,000

出席者数

17

¥15,185

皆様こんにちは！ 「水辺の美化プロジェク
ト」として、来月11月21日(日)開催のビーチク
リーンの広報ポスターができました。宜野湾RC主
催で、協力組織として私の所属する宜野湾市調査
測量設計会の共催で進めております。会員の職場
などに掲示して広報をよろしくお願いします。

今日は、新城ガバナー補佐と田中分区幹事にお
越しいただいて、沖縄分区IMについてと、RLIセ
ミナーについて説明、参加呼びかけをいたしま
す。IMでは地区活動目標でアワード対象になって
いる各クラブの活動発表があります。ZOOM等オ
ンライン配信を主にハイブリッド開催企画となっ
ているようです。

一昨日、東京江戸川中央RCのパスト会長が来県
されて、新本PGと一緒にお会いしましたが、在京
においても「久々のリアル例会があり、やはり対
面交流がいいな～」に、同感と一同相槌したもの
である。今後も、リアル例会で活動が活発になる
ことを願うものであります。

先週もお話ししましたが、会員及びゲスト・ビ
ジターの皆様においては、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
ICT利活用の時勢変化の対応に取り組んで下さ
い。
以上、私の挨拶を終わります。

宮城富夫会長

¥12,750

¥2,000

算定用会員数

出席率

訂正算定分母

60.71%

前回 今回

例会NO. 2525 2526

0

19 16

出席免除者欠席数 1 1

1一般会員

10月20日

29

28

¥2,435

■ニコニコ・米山・財団寄付

■ゲスト・ビジター紹介

■ニコニコの趣旨

■多くのゲスト・ビジターの皆様、ようこそ宜野
湾RCへお越し頂きましてありがとうございます。
（茂宮 隆次）

■本日もよろしくお願いします。
　　　　　　　　　　（山里将/浦添ＲＣ）

 　 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２５２６回　（２０２１年１０月２０日）　例会報告　＊＊＊

■出席報告

免除会員

29

訂正出席率 67.86%

28

28

平仲絢子会員

0 0

前 回 累 計 ¥42,000

19

会員数

メーク
アップ

第2526回



<本日＞
◆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）

◆第２５２９回１１月１７日（水）

外部卓話：

◆第２５３０回１１月２４日（水）

【幹事報告】 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

②10月24日世界ポリオデーについて ◆第２５３１回１２月１日（水）理事会

③2021-22年度沖縄分区ＩＭのご案内 卓話：天久宏幸会員

④「ロータリー日本100年史」頒布について 演題：未定

【回　覧】 ◆第２５３２回１２月８日（水）

①ロータリーの友11月号目次のご案内 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

◆１2月29日　特別休会

　定款7-1-(d)-(5)　適用

●例会変更のお知らせ

・コザロータリークラブ

日時：10月28日（木）夜間例会へ変更

場所：オキナワグランメールリゾート10階

ビジター費：5,000円

●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）

【メークアップのお知らせ】

・新垣真由美会員（10/11那覇南ＲＣ例会出席）

日時：12月15日（水）14：00～17：00

場所：オンライン（ZOOM）

 　　※YouTube URLは後日案内

●クラブ活動発表あり（オンライン）

　データ提出期限（11月20日必着）

●ＩＭホストクラブ：名護ロータリークラブ

2021-22年度　沖縄分区ＩＭのご案内

仲村真二幹事

■委員会報告

■地区・他クラブよりお知らせ

■例会予定■幹事報告

①友好クラブ東京東村山創立55ＲＣ周年記念
　事業について

②日本経済新聞社（10/22朝刊全国版）
　一面広告掲載のお知らせ

③ハンガーゼロニュース９月・10月号のご案内

IMテーマ
「世界で、日本で、地域で良いことをしょう」
　 ～みんなの幸せを願い、楽しくいこう！～

宮城会長（社会奉仕委員長代行）
11/21ビーチクリーン開催について

溜川 デジタル化推進委員長
デジタル機器利用に関するアンケート集計発表



　

■新城恵子ガバナー補佐ご挨拶 ■田中久光分区幹事ご挨拶

　

　

　

新城恵子ガバナー補佐 田中久光分区幹事

宜野湾RCの皆さんこんにちは。今日は久々にお会い
することが出来ました。

先ほど宮城会長がビーチクリーンのお話をされていま
したが、これ本当に2580地区の色んなところで計画し
たものの、コロナで中止あるいは延期になったりしたも
のが特にビーチクリーンです。宜野湾は11/21にビー
チクリーンを実施するという事で期待して待っていま
しょう。先週の日曜日に浦添もビーチクリーンを致しま
した。昭和薬科大学付属高校と興南高校のインターアク
ト生が参加して下さりロータリアンを含めて50～60名
位でビーチクリーンをすることが出来ました。この若い
人にロータリーがなぜこういう活動をするのか？という
活動の意義を伝えることが出来るチャンスなので、ぜ
ひ、皆さんもこの機会を持って下さい。

さて、IMについて皆様にご報告です。インターシティ
ミーティングはガバナー補佐の一番のお役目です。この
IM12/15に決定致しました。日付はかなり前に決定致
していますが、どのように開催するか中々決まりません
でした。コロナの影響で懇親会は全く出来ません、これ
は沖縄だけでなくほぼ他でも同じです。どういう風に開
催するかというと、100％オンラインという形でご案
内が行っています。これはこういう時こそZOOMを出
来ない人に出来るようになってもらうと いう事で
100％オンラインにしました。ただ、ことのほか日本
全国のコロナ感染が急激に弱くなりました。なので私た
ちは、オンラインからハイブリットに切り替えてやって
行こうと決めました。ただ人数制限はしましょうという
事で、会場のキャパ、何名許容可能か、安全性はどう確
保するかという事でIM実行委員会で最善の状態を模索し
ておりますのでもう少しお待ち下さい。
IMの中盤頃に、沖縄分区11クラブの「我がクラブはこ
んな風な活動を致しました」という活動発表大会があり
ます。1クラブ8分ですので、しっかり整理してパワー
ポイント等を駆使して発表して頂きたいと思います。IM
の案内文書と一緒に「クラブの活動発表申込書」があり
ますので、データと共に11/20までに提出して下さ
い。発表においては、過去3年間での活動を押しの一つ
でもいいし、複数でも構いませんので宜野湾RCはこう
いう事をやったんだよと是非発表されて下さい。
尚、IMで発表された活動については、3月の地区大会の
アワード（奉仕の実践）のエントリーシートを書き換え
ることが出来ますので、皆さん頑張ってください。

皆さんこんにちは。今年度、分区幹事を 仰せつかっ
ております浦添ＲＣの田中でございます。よろしくお願
いいたします。

まずRLIのお話の前に、新城ガバナー補佐からもお話
がありましたけれども、少しだけIMについてお話しさせ
て頂きます。実は、刻々と状況が変わってきておりま
す。仲村幹事からの案内でもオンライン開催ですとのこ
とでした。ところが、一昨日名護ＲＣに行きまして、こ
ういう事態なら要するにハイブリットでやろうよ、そし
て今日ですね、ハイブリットの人数を40人、50人程度
をもう少し増やそうよという事になりました。まだ正式
決定ではありませんが、恐らく各クラブ5人程度は名護
に来て頂けるんじゃないかと、こういう風に変えていこ
うとしております。

さて、RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）につ
いて、簡単にいうとRLIというのは「面白く、楽しく全
員参加でロータリーの事をわかっていくようにしていこ
う」というアクティブラーニングという勉強方法です。
全世界の80％のロータリアンがこれを推奨しておりま
す。日本は34地区のうち現在29地区がこのRLIを取り
入れております。我々は、松坂年度2018-19年度から
始まりました。私はその前に隣の東京2750地区でパー
トⅠ、Ⅱ、Ⅲ、卒後ｺｰｽ、DL研修を受けまして、そして
2580地区でも受けましてDL（ディスカッションリー
ダー）を取りました。リーダーという言葉は付いていま
すが、リーダーではありません。先導役というか司会者
のようなものです。皆さんに意見を賜って、それを誘導
していくという事でございます。RLIパートⅠというの
は、例えば「ロータリーにおけるリーダーシップといわ
ゆる一般におけるリーダーシップどこがどう違うでしょ
うか」と議論をします。セッションは6つあります。
パートⅡは「基本的にクラブはどんなものですか」パー
トⅢで初めてRIつまり国際ロータリー、世界的な繋がり
をロータリーの視点で見るいうことを何となく気づくよ
うになるように持っていきます。

今度11/23（火）勤労感謝の日に朝9：30から夕方
の4時位まで6セッションやります。沖縄でDLが今12
名出来ました。全国85,000人のロータリアンの方々が
沖縄に来ていただいて、観光を兼ねながらRLIを受けて
頂く、こういうふうな仕組みを数年後に実施したいと
思って頑張っています。どうか皆さん、RLIに参加をよ
ろしくお願いいたします。ありがとうございました。

職業宣言　９　常に相手の身になって共存共栄を図ることが、職業奉仕だ。


