
 

 

 

 

  ２０１９年９月４日 

   週報 第２５７６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２６９２回（２０１９年８月２８日） 

出席報告 

伊野波、崎原、儀間、安里、高田、松島、新里、 

宮里、上原、福重、久保、渡慶次、立津、城間（久）、

丸橋、照屋(紀)、小林、平尾、宮城、中村、具志堅

（毅）臼井、眞榮城、井口、伊藤会員 

ゲスト 

伊集幹朗（那覇商業ＩＡＣ 顧問） 

仲里七星（ 〃  生徒）玉城佳奈（   〃  ）

照屋好乃（   〃  ） 

玉城 孝（島添の丘）  宮城秋夫（島添の丘） 

サム・ヒンソン（元青少年交換学生） 

メークアップ会員 

石川正一（８／２６帰国報告会） 

伊野波盛求（８/２７那覇） 

ニコニコＢＯＸ 

合計 ￥４２，０００ 累計 ￥１０１，０００ 

大城博成 会社創立４５周年を迎えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

糸洲 昇 インターアクトクラブの生徒と顧問の 

     先生をお迎えして 

比嘉広明 島添の丘の皆様ようこそお越し頂きました 

安里文雄 お誕生日祝いを頂いて 

石垣 伸     〃 

糸洲 昇 明日は７７回目の誕生日です。 

大城博成 お誕生日祝いを頂いて 

三浦 勉    〃 

與儀 豊    〃 

糸洲 昇 皆勤バッジを頂いて 

宮内一郎    〃 

比嘉広明    〃 

具志堅 一真  〃 

比嘉芳直    〃 

会長報告 

手帳を忘れました。必要

なことは手帳に書くよう

にしているので不安で

す。会長報告で言うべき

ことも手帳に記載してい

ましたので、言いたいこ

と、細かな点を少し忘れ

ているかもしれませんがご容赦ください。昨日島添

えの丘を訪問しました。社会奉仕委員長の慶佐次会

員、島添の丘を紹介してくださった豊村会員の３名

で訪問。宮城委員長、玉城支店長に出迎えて頂きま

した。そこで子供達に集まっていただいて地区補助

金による物品の贈呈式を実施しました。後ほどセレ

モニーとして目録の贈呈を実施させていただきま

す。あと、昨日か一昨日、上品な方と下品な方との

差は何か？という番組がありました。専門家、心理

学者、アナウンサーなどが意見していましたが、そ

の中でなるほどと思った意見は人は名誉欲、食欲な

どの欲を持っていますが、その欲を自分の器の中に

会員数 出席数 欠席数 出席率 
前々回 

訂正出席率 

６１名 ３４名 ２５名 ５８％ ６４％ 

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 

９月４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 

・会員卓話 

「ロータリーの友の魅力について」  

豊村良春会員 

次回予定 夜間例会（観月会） 

 

  

プログラム案内 

会 長 比嘉広明  副会長：大城純市 新里順一  

幹 事：大庭 憲 

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 



閉じ込めておけるのが上品、溢れさせてしまうのが

下品という意見です。顕著に表れるのが、バイキン

グの時の行動ではないでしょうか？綺麗に盛り付

け、残さず食べるのが上品。空腹に任せて好きなも

のを盛り付け、残すのが下品。皆さんも自分はどち

らか、考えながら食事いてください。それでは今日

も元気に頑張って行きましょう！ 

幹事報告 

会長が手帳を忘れたと話があったが、私は今日携

帯を忘れました。会長＆幹事、良いコンビだと感じ

たのは私だけでしょうか（笑）。いくつかお願いがあ

りますが、まずは何度もお願いしている沖縄文区

IME 宮古島への参加のお願い。まだ参加人数は一桁

から脱していない。二桁を目指したい。日時は 10

月 22 日（火）。回覧を回すので参加不参加について

意思表示を。できるだけ参加の意思表示をお願いし

ます。また翌日宮古島でのゴルフの案内がきていま

す。現在那覇西からの参加は１名。事務局に申込用

紙を置いてあるので、事務局まで。最後に第 43 回

愛隣園福祉バザーの案内がきています。9 月 14 日

（土）10:00~14:00 愛隣園内体育館。毎年那覇西か

らは当日の参加者、バザーですので物品の提供もお

願いしています。未使用の衣類、玩具、日用雑貨、

本、食品、装飾品など。何でも構いません。提供で

きる方は物が大きい場合、職員がご自宅まで受け取

りに伺う。連絡先は事務局まで。ご提供お願いしま

す。直接愛隣園まで持参する場合は 13 日まで。寄

付金も可。事務局に確認してください 

 

RLI 研修会開催の案内 

下記の期日で国際ロータリーRLI 日本支部ファシリー

テーター委員長 中村靖治氏（RID2770 DPG、吉川

RC）をお招きしての RLI 研修会を開催致します。中

村氏には第 2580 地区 RLI 導入に向けご尽力を頂き長

年第 2770 地区研修委員長を努められた方で、全国各

地で研修会に出向き私や浦添 RC 田中久光氏は RLI 研

修会で指導を頂きそのご縁で沖縄分区開催の運びとな

りました。松坂順一 DPG も沖縄分区に強い思い入れ

があり更なるサポートを頂く事になっております。今

回の RLI 研修会は今年度沖縄分区 RLI 本格開催に向け

た大事な事前 RLI 研修会です。沖縄分区ガバナー補

佐、クラブ会長、会長エレクト、クラブ研修リーダー

は勿論、多くの会員の皆様を対象とした RLI 研修会で

すので是非ご参加の程宜しくお願い致します。 

日時 2019 年 9 月 13 日 金曜日 

時間 午前 10 時～12 時頃迄 （午前 9 時 30 分受付） 

場所 男女共同参画センター 「てぃるる」 

（会場名は当日案内板をご確認下さい） 

   那覇市西町 パシフィクホテル隣 

登録料 1 名 ¥3,000 （資料、飲み物含む） 

申し込み 那覇東ロータリークラブ  

FAX 098-869-0403 申し込み期限 2019 年 9 月 7 日  

問い合わせ先 地区 RLI 委員会 副委員長 根路銘 敦 

第 2580 地区 RLI DL 田中 久光 070-5273-4681 

 

宮古島でのゴルフのご案内 

日時：１０月２３日（水）７：００スタート 

場所：エメラルドコーストゴルフリンクス 

宮古島市下地字与那覇１５９１－１ 

ＴＥＬ ０９８０－７６－３２３２(代表) 

    ０９８０－７６－３０３０(予約) 

全体でのコンペ等はございませんので、各クラブにて 

お願い致します。確保されているパーティー数には 

限りがございますので、お早めの申込みをお願い致しま

す。別日程・別コースでのプレイを御希望のクラブがご

ざいましたら、個別に対応も可能です。担当宮里の方へ

御連絡下さい。お問い合わせ 宮古島ＲＣ 

ＴＥＬ：０９８０－７３－９１０１ 

担当者：宮里敏彦（０９０－９７８８－７５８８） 

 

元青少年交換学生サム・

ヒンソンが５年ぶりに来

日。当時、儀部会員、宮

内会員宅にホームステ

イ。アメリカの超名門ブ

ラウン大学でアンチエイ

ジングを研究。サム・ヒ

ンソン氏「現在大学４年、大学院へ進学する。ＯＩＳ

Ｔに明日相談する。よろしくお願いします。」 

インターアクト 

伊集幹朗先生（那覇商

業ＩＡＣ顧問）：７月末

年次大会参加。知識習

得最優先が今後はそれ

を活かす方向へ。年次

大会で様々な経験をさ

せていただいた。今日

はよろしくお願いします。 

社会奉仕委員会

（島添の丘 物

品贈呈式） 

豊村会員：昨

日、折り畳みし

やすいテント一

式、屋外用のソ

ーラー時計、デ

ジカメ６台を地

区補助金を活用して那覇西より贈呈した。児童養護施

設として成功を収めている。今後に期待したい。 

 


