
 

 

 

 

  ２０１８年１１月１４日 

   週報 第２５４２号 

 

 

四つのテスト  

１、真実かどうか 

２、みんなに公平か       

３、好意と友情を 

       深めるか        

４、みんなの為に  

なるかどうか 

 

 

第２６５７回（２０１８年１１月７日） 

出席報告            

欠席会員 

伊野波、名城、喜納、安里（清）、高田、仲本 

新里（順）宮里、上原、儀部、大嶺、福重 

照屋（義）、慶佐次、立津、城間（久）、三浦 

照屋（俊）照屋(紀)、奥野、近藤、小林、宮城 

與儀、城間（一）、大田、具志堅、臼井会員 

 Make Up 

 安里清榮（１０／２９那覇南） 

石川正一（１０／２９地区指名委員会） 

ビジター 

小原武夫（地区大会実行委員長） 

加藤幸男（  〃  副委員長） 

蘆田裕三（西脇）笹田 淳（大阪堂島） 

神谷 研（安城）山城博美（那覇） 

亀島深里（ 〃）亀川偉作（ 〃 ） 

ゲスト 

大城八重子（ご家族） 

島袋愛乃（那覇西奨学生） 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX 

合計 ￥３４，０００ 累計 ￥１６５，０００ 

小原武夫 来年２月に開催されます地区大会のご案内 

加藤幸男 に伺いました。皆様のご来会をお待ち 

（東京練馬西）お待ちしております。ご支援、ご協力 

      宜しくお願い致します。 

蘆田裕三  本日は急なメークアップでお世話になり 

（西脇）  有難うございます。 

笹田 淳  大阪から参加させて頂きました。 

（大阪堂島） 

神谷 研  本日メークアップをさせて頂きました。 

亀島深里  宜しくお願い致します。 

（安城） 

山城博美  １０月１６日の IM には沢山の会員がご 

（那覇）  出席下さいまして有難うございます。 

      ニコニコ。 

大城博成  エナジックゴルフアカデミーの学生で 

      三浦春樹がプロテストに合格しました。 

石川正一  １０月２３日（火）納税表彰式典があり 

      国税庁長官表彰を受けましたので 

ニコニコ！ 

具志堅一真 IM・高校生交流会、ご参加の皆様   

      有難うございます。 

豊村良春  當真会員の卓話に期待して！ 

儀間聖輝  お天気がよろしいので！ 

会長報告（具志堅会長） 

皆さん、こんにちは。本日の第一例会の前に理事会が

行われました。議題多々ある中 12 月 5 日ガバナー公

式訪問がございます。今年度の松坂順一ガバナーは、

ディカッションを中心とする方針のようです。私たち

もそのような方向で内容を計画しようと思っておりま

す。会員の皆様のご出席をよろしくお願いいたしま

す。新入会員の承認もございました。来週第 2 例会で

会員数 出席数 欠席数 出席率 
前々回 

訂正出席率 

６２名 ３３名 ２８名 ５４％ ４５％ 

那覇西ロータリークラブ 
国際ﾛｰﾀﾘｰ 2580 地区   創立 1962 年 6 月 4 日 

本日のプログラム 

１１月１４日（水） 

・点鐘・ロータリーソング 

 それでこそロータリー 

・会長報告・幹事報告 

・会員卓話 

「ロータリー財団月間に因んで」 

 委員長 慶佐次 操会員 

 次回予定 

１１月２１日 休会  

１１月２８日 立食 

 

  

プログラム案内 

会 長 具志堅 一真  副会長：比嘉広明 當間良明  

幹 事：比嘉芳直 

例会日 毎週水曜日 12 時 30 分 

例会場ＡＮＡクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー 

事務局 那覇市松山 1-1-14 那覇共同ビル６階 

  TEL：861-7824 FAX ：861-7825 

 

 

  

  

       TEL : 098-861-7824  FAX : 098-861-7825 

例会報告 

５５周年記念式典・祝賀会 



新会員 3 人が増えます。当例会場であります ANA ク

ラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー 総支配人 

内山景太様、前任の松宮会員の後任となります。続い

て古荘貴朗様、公認会計士をなさっているようです。

真榮城朝辰様は、印刷業を営んでおります。皆様のご

承認もよろしくお願いいたします。 

 前回、私が、「痩せました」と報告いたしました。実

際に 5ｋｇ痩せましたが、ちょうど 5ｋｇ戻っておりま

す。お金は使う為にあるのか解りませんが、世間の誘

惑が多すぎて元に戻ってしまいました。また、来年、

断食道場へ行ってまいります。本日は、當真良明副会

長の卓話となっております。「弁護士よもやま話」大変

楽しみにしております。 

幹事報告 

・2018－2019 年度 IM のお礼状が那覇 RC より届い

ております。 

・第 2 回クラブ協議会開催 

日時：11 月 28 日（水）18 時 30 分 

・例会変更  

名護 RC 11 月 7 日（水）夜間例会  

時間：19 時～ 場所：焼肉我那覇本店 

ビジター費：5 千円 

那覇北 RC11 月 8 日（木）夜間例会 

時間：18 時 30 分 場所：新都心水の道公園 

添石会員主催 夜のピクニック  

参加費:500 円 軽食費：2000 円～2500 円 

・休会 

那覇北 RC 11 月 22 日（木） 

各委員会からの報告 

社会奉仕委員会 豊村良春委員長 

2019 年-2020 年地区補助金の申請を終え 10 月 30 日

（火）テレビ会議による面談がありました。島添の丘

（児童擁護施設）に対する物品寄贈、総額 26 万円程の

予算、内 200,5000 円を地区補助金 55,000 円を当クラ

ブの負担。審査結果は、年内に決定し実施は次年度 7

月以降となります。 

次に 11 月 25 日（日）ユインチホテル南城にて障がい

を持つ子供達やお年寄り、地域の方々を含め地域交流

グランドゴルフ大会を開催します。当クラブから 3 チ

ームが参加します。那覇商業高校インターアクトクラ

ブの生徒さんやロータアクトクラブの皆様もボランテ

ィア参加することになっております。 

卓 話 

皆さんこんにちは。本日はよろしくお願いします。「弁

護士よもやま話」として気楽にお聞きいただきたいと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

1 エピソード（1）現場の知恵 

2 エピソード（2）あわや逮捕の場合 

3 法律の誤解ベストスリー？ 

（1）毎月請求書を送れば時効にならない？ 

（2）借地契約、借家契約で期限が来たら出て行っても

らえる？ 

（3）トートーメーを受け継ぐ人が土地も相続できる？ 

4 気になる裁判例 

（1）祭りで子供を叱ったら損害賠償？ 

（2）バトミントンのペアのラケットが当たり損害賠

償？ 

資料コンテンツに沿ってエピソード、事例から生活慣

習と法律に照らした対応等を易しくお話頂きました。 

 

バナー交換（安城 RC） 

 

 

 

 

 

 

 

左から（具志堅会長、亀島深里さん、神谷研さん） 

 

2018-2019年度地区大会のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から（加藤幸男実行副委員長、小原武夫実行委員

長）東京練馬西 RC 

 

 

 

 

 

 

 

 

具志堅会長中央にゲスト・ビジターの皆様 


