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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
：天久 宏幸

：宮城会長

：仲宗根 義次

：君が代・四つのテスト

：なし

：なし

：宮城 富夫

：仲村 真二

：國吉博樹様

：宮城会長

　

累 計 ¥51,496

前 回 累 計 ¥177,500

《5月ロータリー為替レート　＄１＝￥１30》

出席報告

¥2,332

■出席報告

0一般会員

＊＊＊　第２５４９回　（２０２２年５月１１日）　例会報告　＊＊＊

0 0

■國吉さん今日は卓話をありがとうございます。
（新垣 真由美）

■國吉さん卓話をありがとうございました。
デジタル社会の未来！楽しみですね。
本日、多くのゲストの皆様ありがとうございまし
た。（仲村 真二）

■１.オープン例会開催できましたこと感謝！
　　多くのゲストの皆様にも感謝！
　２.許田会員の秋の叙勲祝賀会の開催御苦労様
　　でした。（宮城 富夫）

例会日

前回

¥23,000

出席免除者欠席数 1
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開 会 点 鐘

 　 １．真実かどうか
 　 ２．みんなに公平か　　　

青少年奉仕月間

¥200,500

訂正出席者数

訂正算定分母

閉 会 点 鐘

会 長 挨 拶
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■ニコニコの趣旨　

宮城富夫会長

¥49,164

第2549回

■ニコニコ（米山・財団寄付）

■宜野湾ＲＣの例会に参加させて頂き、ロータ
リーの渉みや会員さんの受賞の報告、毎月誕生会
員を祝う事がわかり良かったです。
卓話の「デジタル社会の世界観」では、この50年
で変わってきていることが現実になって沖縄のた
めに何が出来るのか、、、、
（マダムズ・新垣順子、高志保恵子、新垣理恵、
小池多江子）

司 会

6

免除会員

会員数

25 27

算定用会員数

ｴｺ思想推進宣言

幹 事 報 告

4月20日

今回

例会NO.

5月11日

2548 2549

25 21

93.10%

メーク
アップ

卓 話

■会長挨拶

ゲスト・ビジター紹介

清 聴

皆様こんにちは！本日はロータリークラブ会員
以外の方にも参加して頂く、オープン例会であり
ます。クラブ会員30名ですが生憎欠席者も多く
20名程出席ですが、同じぐらいの人数のゲストが
参加されています。このオープン例会は数年に１
度ぐらいで開催していますが、2021-22年度は
地区で昨年11月第3週に集中的に開催しようと奨
励していましたがコロナ禍の事情で、延び延びに
なり本日やっと3度目で開催出来ました。この後
卓話をして頂く國吉氏も、講演テーマの専門のソ
リューション部長兼任でありましたが、4月から
営業本部長専任になった模様です。あとで詳しく
紹介します。

話は変わって、許田会員の「令和３年秋の叙勲
受章祝賀会」も去った4月27日に成功裏に開催で
き、ほっとしています。実行委員はじめ会員の皆
様お疲れ様でした。

一方、5月下旬に企画していました”ロータ
リーの公共イメージ向上”のための宜野湾市役所
ロビーにて展示会は、市政60周年記念事業や沖縄
祖国復帰50th記念事業のため、6月までロービー
使用許可がおりません。今年度内6月までの開催
ができないので、次年度の課題として引き継ぎま
す。
それでは、多くのゲストを迎えての交流、楽しい
例会を期して、私の挨拶と致します。 29 29

訂正出席率 86.21%

■今日の講演は少し難しい分野でしたが、これか
らの社会に向けて方向性が理解できました。
お誕生日プレゼントありがとうございます。
　　　　　　　　　　　　　　　（許田 英子）

■本日のオープン例会へご出席の皆様！
ようこそ宜野湾ＲＣへ！
（茂宮隆次、アラルコン朝子、阿嘉よね子
　新垣義夫）

86.21% 72.41%出席率

1
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<本日＞
◆第２５５０回５月１８日（水）

ロータリー青少年奉仕月間に因んで卓話

◆第２５５１回５月２５日（水）

地区ワークショップ、ラウンジチャット鑑賞会

◆６月１日（水）　地区大会の振替休会

◆第２５５２回６月８日（水）理事会

地区大会報告会

◆第２５５３回６月１５日（水）

年間活動報告会（会長、幹事、各委員会）

◆第２５５４回６月２２日（水）

★新垣 真由美会員紹介 移動例会（社会奉仕活動）

　・國吉博樹様 場所：宜野湾市いこいの市民パーク

　　　（沖縄セルラー電話㈱ 取締役営業本部長） 時間：11：30集合　12：30点鐘

　・上原美奈子様（㈱テレマ 代表取締役） ◆第２５５５回６月２９日（水）

　・高志保恵子様」（㈲バランス  代表） 夜間例会（最終例会）

　・小池多江子様（國幸興發㈱ 総務部課長）

　・新垣順子様（デルタ電気工業㈱ 代表取締役） ●例会変更のお知らせ

　・新垣理恵様（デルタ電気工業㈱ 取締役） ・那覇南ロータリークラブ

★城間幹夫会員紹介 日時：5月23日（月）12：30点鐘

　・久高将太様（㈱盛工業 専務取締役） 場所：セレモニーホールとみしろ

★天願勇会員紹介 　　　移動例会（上原慎次幹事職場訪問）

　・天願荘子様（㈱さんだん花 代表取締役） ・コザロータリークラブ

　・吉村忠様（㈱さんだん花 専務取締役） 日時①：5月26日（木）19：00点鐘

★高橋清一郎会員紹介 場所　：オキナワグランメールリゾート10階

　・嘉手川潤様（嘉手川潤税理士事務所 所長） 　　　　夜間例会へ変更

★アラルコン朝子会員紹介 ビジター費：5,000円

　・洋子エクスタイン様 日時②6月2日（木）地区大会へ振替

★仲宗根義次会員紹介 ●例会休会のお知らせ

　・山田公一様（㈲ブルーリボン沖縄 取締役） ・那覇南ロータリークラブ

★宮城富夫会長紹介 日時：5月３0日（月）定款第7条1節d項適用

　・松田強様（㈲イマジンマツダ 代表取締役） 日時：6月6日（月）定款第7条1節d項適用

　・本村大様 【メークアップおお知らせ】

　　（㈱OKINAWA RESORT LAB 取締役）

★許田英子会員紹介

　・諸喜田睦子様（助産師・鍼師） ・次年度会長　國吉 一人

・次年度幹事　仲宗根 義次

【回　覧】

①ガバナー月信5月号のご案内

②ガバナーエレクトメッセージ5月号のご案内

③浦添ＲＣ創立55周年記念例会のお礼状のご案内

仲村真二幹事

5/10（火）次年度田畑グループ会長・幹事
情報交換連絡会（ZOOM会議）へ参加

■例会予定

■地区・他クラブよりお知らせ

仲宗根義次親睦活動委員長

■ゲスト・ビジター紹介　

■幹事報告

茂宮隆次会員（11日）
許田英子会員（25日）

5月誕生月おめでとうございます！



職業宣言　１２．”四つのテスト”それは、職業奉仕そのものと言える。

卓話者紹介　新垣真由美会員

皆さんこんにちは。本日の卓話、沖縄セルラー電話㈱取締役
営業本部長の國吉博樹様をご紹介いたします。1992年同社入
社後より営業企画部長、技術開発部長、子会社のアグリ＆マル
シェ㈱代表取締役社長などを歴任され同社の発展に大きく貢献
されております。

同社は昨年6月に創立30周年を迎えましたが「事業を通して
沖縄経済の発展に貢献すること」を企業理念とし、地元企業と
共同して地域の課題解決のための新しいサービスを積極的に推
進しております。5ＧやIoT、ICTなど先端テクノロジーを利用
したデジタルソリューションの提供や「離島ケータイ奨学金」
「沖縄セルラー子ども基金」など社会貢献活動を積極的に行っ
ており、ロータリーの奉仕の理念と多くの共通点がございま
す。それでは本日の卓話「デジタル社会（society5.0）の世界
観について」でお話頂きます。國吉本部長よろしくお願いしま
す。

國吉博樹様

デジタル社会（society5.0）
の世界観について

大変細かい情報なので、別添資料
をご参考にして下さい。

皆さんこんにちは。ただ今紹介頂きました沖縄セル
ラー電話國吉と申します。

ご紹介頂きました通り1992年に入社致しまして30年
間通信分野で仕事をして参りました。新垣さんとはauの
仕事をご一緒させて頂いております。

今日3度目の正直ということですね。コロナの影響で
日程が何度が延期されておりましたが、本日のオープン
例会という記念する日に参加させて頂き大変光栄に思い
ます。

さて、デジタル社会って皆さん取っつきにくい内容だ
と思いますが、出来るだけわかりやすく説明させて頂き
ますのでよろしくお願いいたします。

　　　　　卓話　デジタル社会（society5.0）の世界観について
　　　　　講師　國吉博樹様（沖縄セルラー電話株式会社　取締役営業本部長


