
 

 

 

 

  ２０１８年１２月５日 

   週報 第２５４４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２６５９回（２０１８年１１月２８日） 

出席報告            

欠席会員 

名城、喜納、糸洲、松島、宮里、上原、大城

（博）、比嘉(広)、渡慶次、立津、城間（久） 

當真、丸橋、照屋(紀)、奥野、本島、近藤 

友塚、小林、平尾、宮城、大田、臼井会員 

 Make Up 

 具志堅一真（１１／２１石垣） 

 豊村良春（１１／２７ロータリー研修会） 

ニコニコ BOX 

合計 ￥２７，０００ 累計 ￥１９６、０００ 

石川正一 国税庁長官受賞祝賀会を無事終えて 

     多くの西クラブメンバーにも参加頂きま

した。 

比嘉芳直 ニライカナイ様 グランドゴルフ大会 

     B チーム２位と私のオールインワン賞 

     を頂き有難うございました。 

新里 孝・石川正一・大濱俊男・三浦 勉・照屋義実 

お誕生日祝いを頂いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松坂順一ガバナー公式訪問 

ようこそ那覇西ロータリークラブへ 

   

松坂 順一（まつさか じゅんいち） 略歴 

生年月日 1951（昭和 26）年 4 月 2 日生 

本籍地  青森県八戸市 

学歴   東北大学薬学部卒業 

勤務先  有限会社 クオリティ 代表取締役 

ロータリー歴（職業分類：薬局経営〔薬剤師〕） 

1994 年 10 月 東京葛飾東ロータリークラブ 入会 

1999-2000 年度 東京葛飾東ロータリークラブ 幹事 

2000-2004 年度 地区米山奨学委員会 委員 

2002-2003 年度 地区米山奨学委員会 委員長 

2006-2007 年度 東京葛飾東ロータリークラブ 会長 

2008-2009 年度  地区青少年育成委員会 委員 

2009-2011 年度  地区青少年育成委員会 副委員長 

2011-2012 年度  地区社会人育成委員会 委員 

2012-2013 年度  地区米山奨学委員会  委員 

会員数 出席数 欠席数 出席率 
前々回 

訂正出席率 

６５名 ４０名 ２３名 ６４％ ６３％ 

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 

１２月５日（水） 

・点鐘・ロータリーソング 

 奉仕の理想 

・会長報告・幹事報告 

・松坂順一ガバナー公式訪問 

 次回予定 

１２月１２日 年次総会 

１２月１９日  忘年会 

（夜間例会） 

１２月２６日 休 会 

 １月 ２日 休 会 

  

 

 

 

 

 

  

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 



2013-2014 年度  東分区ガバナー補佐 

2014-2015 年度  地区拡大増強委員会  委員 

2015-2016 年度 地区ロータリー希望の風特別委員会

委員長 

2014 年 7 月～  ロータリー東日本大震災青少年 

支援連絡協議会 副委員長 

        ロータリー財団メジャードナー 

        ベネファクター 

        米山功労者・マルチプル 

        家族  子供 2 人 

２０１８年３月１６日現在 

会長挨拶（具志堅一真会長） 

先週、石垣 RC、宮古島 RC の例会へ参加してきまし

た。それぞれのクラブに特色があって楽しい例会づく

りを工夫しておりました。本島内の RC とはまた違う

趣があって楽しい例会を過ごさせていただきました。 

先週 11 月 25 日（日）豊村会員が理事長を務める社

会福祉法人ニライカナイ、障がい者支援施設 鵠生の

叢の主催する「共生社会をめざす地域交流グラウンド

ゴルフ大会」へ参加いたしました。障がい者との共生

社会という目的にかなう交流大会でした。各チームに

配された障がい者の方々と楽しく競技することができ

ました。当クラブから 3 チームが出場し団体 B チーム

が 2 位に入賞いたしました。比嘉幹事はホールインワ

ンを達成し賞を獲得しました。賞品、景品、記念品

数々の品を頂きました。豊村会員ありがとうございま

した。来月の予定となりますが、12 月 19 日（水）夜

間例会、忘年会となります。忘年会では落語家、北山

亭メンソーレさんの落語を楽しんで頂きたいと思いま

す。本年を笑いで締めたいと思います。最後に、弊社

の話で恐縮ですが、毎年作成していた大判のカレンダ

ー、会員の皆様にも毎年ご利用いただいていると思い

ます。55 年間作成してまいりましたが、来年 2019 年

版をもって終了となります。本日、最終版を皆様へご

利用いただけるよう持参いたしました。お帰りの際に

お持ち帰り下さい。 

幹事報告（比嘉芳直幹事） 

・本日、18：30 よりクラブ協議会がございます。内容

は来週 12 月 5 日のガバナー公式訪問のリハーサルと

なります。今年度の活動計画とこれまでの進捗報告を

お願いいたします。 

・当日のガバナー公式訪問の際には役員、各委員会委

員長は 11 時 15 分迄に集合をお願いいたします。服装

はスーツ着用でお願いいたします。会員の皆様も当日

はスーツ着用をお願いいたします。 

・本日、2018-2019 年度地区大会（開催日：2019 年 2

月 21・22 日）の案内を回覧いたします。ご参加をよ

ろしくお願いいたします。 

各委員会からの報告 

親睦委員会（與儀 豊委員） 

来月 12 月 19 日（水）は夜間例会・忘年会を次の通

り開催いたします。 

会 場：ANA クラウンプラザホテル沖縄ハーバービュ

ー「白鳳の間」 

時 間：18：30～20：30  登録料：6,000 円 

皆様のご参加をよろしくお願いいたします。 

社会奉仕委員会（豊村良春委員長） 

去る、11 月 25 日（日）ユインチホテル南城にて

「共生社会をめざす地域交流グラウンドゴルフ大会」

開催いたしました。当クラブから 3 チームが参戦し、

団体 B チームが 2 位、ホールインワン賞も獲得と、会

長報告の通りです。15 チーム、120 名 がプレーヤー

として参加、地域ボランティアや地元中学校、ロータ

ーアクター、インターアクター、総勢 150 名余の参加

規模となりました。好天にも恵まれ素晴らしい大会を

開催する事ができました。障がい者の方々も選手とし

てチームに加わりふれあい、共生の大会となりまし

た。これからも引き続き継続して参りたいと思いま

す。ありがとうございました。 

もう一つの報告は、昨日沖縄分区ロータリー研修がホ

テルロイヤルオリオンにて開催されました。松坂順一

ガバナー他、在京クラブから 10 名、沖縄分区 10 名

程、総勢 20 名程の参加がありました。ロータリー活動

について議題を設けフリートークでディスカッション

を行いました。様々な意見や思いを皆で話し合う、“語

らうロータリアン”研修となりました。 

今後このような有意義な研修を皆様もご参加をお願い

いたします。 

 

那覇西 RC チームと地域ボランティアの皆様 

 


