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＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜～言行は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
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閉 会 点 鐘
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累 計

¥62,000 ¥14,343

第2563回 ¥16,000

 　 １．真実かどうか
 　 ２．みんなに公平か　　　

基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間

■例会プログラム
司 会

開 会 点 鐘

■ニコニコの趣旨

■今日はありがとうございます。
　　　　　　　　　　　　（田畑静夫/那覇南ＲＣ）

■嶋村文男ガバナー公式訪問ありがとうございました。
（仲村 真二）

■嶋村ガバナーの講演を拝聴して新ロータリーの在り方
を示して下さいました。改めて四つのテストの理念を追
求して実現いたします。（許田 英子）

■ロータリーに入会してまだ短いですが、今日嶋村様の
卓話にてロータリーの目指す使命が解るようになりまし
た。さすがにガバナーになる事は実績として奉仕の素晴
らしさを学ばせて頂きました。心より感謝致します。素
晴らしい学びの時間でした。（阿嘉 よね子）

■嶋村ガバナーの奉仕活動は正にロータリアンの見本で
す。クラブ会長の時ミャンマーに3校の小学校を2年で
建設された事は本当に素晴らしく感動致します。私も
もっとロータリーの学びを致します。（東江 繁子）

■嶋村ガバナー、田畑ガバナー補佐、そして準会員の山
里副代表幹事、今日はようこそ宜野湾ＲＣにお越し頂き
ありがとうございます！（新垣 真由美）

■嶋村ガバナー本日は宜野湾ＲＣにお越し頂きありがと
うございました。ガバナーの考えを直接お聞きする事が
出来大変参考になりました。60周年の節目に向け取り
組みたいと思います。（國吉 一人）

エコ思想推進宣言

タ ク ト

清 聴

■嶋村ガバナーはじめ地区役員の皆様ようこそ！有意義
なひと時を宜野湾ＲＣの会員と過ごしましょう！With
台風、withコロナ！（宮城 富夫）

■ガバナー公式訪問宜しくお願い致します。
　「嵐を呼ぶ男」　　　　　　（山里将/浦添ＲＣ）

國吉一人会長

訂正出席率 62.07% 86.21%
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皆さんこんにちは。本日嶋村ガバナーをお迎えし
て無事ガバナー公式訪問を行えることが出来まし
た。それと合わせるかのようにここ近年なかった
強い台風もガバナーを後押しして沖縄に向かって
います。この事象を悪く捉えることはいくらでも
出来ますが、逆にガバナーを引き立てるために台
風が来たと思えばとても印象に残る、記念に残る
ガバナー公式訪問になるのではないかと考えてお
ります。例年ですともう少し遅い時期での開催に
慣れていましたが、國吉年度が始まってまだ2ヶ
月足らずですが早いうちにガバナーとコンタクト
が出来て残りの会長の任期のために何をやるべき
かということが少し明確に見えてきました。こう
やってガバナーにお会いできてお話が聞けたのが
早い段階で良かったと思っています。
この後、宜野湾ＲＣとしては初めてのフォーラム
という形で、皆さんのご意見を聞きながらテーマ
に沿って皆さんの考え方を思案し、それを吸い上
げてクラブのビジョンとして取り上げることが出
来るような有意義なフォーラムが開催できること
を期待して今日の会長挨拶とさせて頂きます。

1 1

出席率 62.07% 86.21%

算定用会員数 29 29

■嶋村ガバナーご一行様ようこそ宜野湾ロータリークラ
ブへ！（茂宮 隆次、新垣 義夫）
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免除会員

0 0
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■ゲスト・ビジター紹介　 ■例会予定
<本日＞
◆第２５６４回９月１４日（水）

卓話：RYLAプログラムについて

●９月２１日（水）祝日週休会

　定款第7条第1節d項（1）適用

◆第２５６５回９月２５日（日）

移動例会（環境保全クリーン活動）

●９月２８日（水）振替休会

　9/25移動例会に振替

◆第２５６６回１０月５日（水）理事会

●１０月１２日（水）祝日週休会

　定款第7条第1節d項（1）適用

★ビジター ◆第２５６７回１０月１９日（水）

◆第２５６８回１０月２６日（水）

・山里将様（地区副代表幹事/浦添ＲＣ）

・田畑静夫様（ガバナー補佐/那覇南ＲＣ） ●１１月２日（水）祝日週休会

　定款第7条第1節d項（1）適用

◆第２５６９回１１月９日（水）理事会

●例会休会のお知らせ

・石垣ロータリークラブ

日時：9月14日（水）

（地区大会振替休会）

【幹事報告】

②青森県大雨災害支援金のお願い

日時：10月3日（月）12：15点鐘

会場：パシフィックホテル沖縄2F

ビジター費：2,500円

タイムスケジュール

　　　12：15　点鐘

　　　13：00　卓話開始

　　　13：45　質疑応答

　　　14：00　終了

①2022-23年度地区大会WEB（zoom）配信
　のご案内

那覇南ＲＣ例会へのお誘い

東京五輪レスリング銅メダリスト
屋比久翔平選手を招いての拡大卓話

■幹事報告　

仲宗根義次幹事

■報告　

仲村真二親睦活動委員長

平仲絢子会員

※参加される方は事務局金城までご一報下
さい。

・嶋村文男様（国際ロータリー第2580地区
　ガバナー/東京東江戸川ＲＣ）

■地区・各クラブよりお知らせ

③宜野湾はごろも祭り開催方針変更について
　宜野湾市政60周年記念事業のはごろも祭りと
　して「記念花火の打ち上げ」のみを実施

青少年交換プログラムでフィンランドに派遣され
た浦崎絵戸さんの近況報告について

沖カトゴルフ部全国大会優勝しました！
皆さんのご協力に感謝致します。



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　国際ロータリー第2580地区ガバナー嶋村文男様
　　　　　　　　■演題　「ガバナーアドレス」

女性会員に囲まれて(^^♪ガバナー公式訪問を終えて記念撮影

皆さんこんにちは。ガバナーを拝命致しておりますし嶋村と申
します。今日は宜しくお願い致します。久しぶりに宜野湾ＲＣ
にお邪魔致しましたが、相変わらず女性パワーが凄いという印
象でございます。さて、宜野湾ＲＣの皆さんアゼンタがお手元
に届いていると思いますのでそれを見ながらお話させて頂きま
す。
その前にロータリーに全く縁のない中での私のロータリース
トーリーを幾つかご紹介致します。入会半年ほどに環7の清掃
活動に参加しました。当時79才89才の大先輩方がゴミを拾う
姿に私は大変感動しました。「一粒の種をまいて、そして花開
く日を待とうね嶋村君」と言って頂いた時に私の奉仕の心に火
がつきました。入会3年目に地区補助金を利用して障害のある
方の美術展を3回開催しました。

その時にお声掛け頂いた「ツダミノル」さんは3回目の途中でガンのためお亡くなりになりましたが、その
時の相手を思いやる気持ち、その姿そして命がけの奉仕の心は今でも忘れられないことです。そして入会6
年目、インドのNIB全国ポリオワクチン一斉投与日に一人で参加しました。国際ロータリーの最重要課題は
ポリオの撲滅です。インドの広ーい土地の厳しい状況の中でワクチンを投与するわけですが、この2滴が入
らないとこの子はポリオに罹患するかもしれないとという切羽詰まった国際奉仕の実践を致しました。当時
インドの人口12億人、5歳以下の対象となる子供が1億3千万人以上いました。それを1週間かけてワクチン
投与を全インド300万カ所で行うわけです。本当に感激致しました。実はその時出会った先生が関場慶博さ
んと言って地区大会で記念公園をして頂きます。楽しみにして頂きたいと思います。
さて、ジェニファージョンズＲＩ会長の話を少しさせて頂きたいと思います。国際ロータリー117年で初め
ての女性のＲＩ会長、素晴らしい女性のリーダーです。ジェニファーは語ります、
「ポリオのない世界を想像して下さい」「子供たちがきれいな水を飲める世界を想像して下さい」そして
「子供たちが疾病に打ち勝つ世界」「識字率が上昇する世界」そして「環境が良くなる世界」私たちロータ
リアン、ロータアクトが夢を持って協力して頑張りましょう。
この例会後のクラブフォーラムにおいても、しっかりとグルーピングをして意見を聞きたいと思っていま
す。今までのガバナー公式訪問が儀礼的とは言いませんが、せっかく1年に1回訪問させて頂きますので、私
が今日来たのは國吉会長、仲宗根幹事のお手伝い、そして宜野湾ＲＣを元気なクラブにする提案が出来たら
と考えています。



ガバナー公式訪問フォーラム
討議内容：会員増強・退会防止の具体的施策

2022年8月31日

Ａグループ　　宮城富夫、平仲絢子、天願勇、許田
英子、茂宮隆次、比嘉直子、新垣義夫

Ｂグループ　　高橋清一郎、新垣裕輝、仲吉サダ
子、アラルコン朝子、東江繁子、國吉一人

Ｃグループ　岡江保彦、新垣真由美、城間幹夫、白
間弘造、仲村真二、溜川良次、富田真理子

入会３年未満グループ　　仲宗根義次、仲宗根真由
美、山城咲乃、河村哲、阿嘉よね子、天久宏幸

発表者　天願 勇

発表者　仲吉サダ子

発表者　城間 幹夫

発表者　山城 咲乃

ガバナー公式訪問フォーラム
嶋村ガバナー講評



地区大会 2022年9月10日


