
    

  

 

 

  ２０１９年１２月４日 

   週報 第２５８７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２７０４回（２０１９年１１月２７日） 

出席報告 

崎原、石川、高田、宮里、具志堅（一）、上原、大城

（博）福重、照屋（義）、渡慶次、立津、城間（久） 

三浦、當真、照屋（紀）、比嘉（芳）、宮城、與儀 

具志堅（毅）伊藤、南風原会員 

 

ビジター 

佐藤清一（米沢中央）山里 将（浦添） 

 

ニコニコＢＯＸ 

合計 ￥４，０００ 累計 ￥１５７，０００  

山里 将 新垣裕道先輩に呼ばれました。 

臼井淳司 お誕生日祝いを頂いて。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長報告 

1 1 月も終わりに近づ

き来週からは師走になり

ます。一昨日政府が発表

した良いニュースがあり

まして、現在 35～40 代

前半くらいまでの失われ

た日本経済と言われたバ

ブルの崩壊した暗い時期

に卒業されて就職できな

かった方を国家公務員と

して中途採用しよう言うニュースです。何人かにイ

ンタビューしましたが底辺を経験したので私が公務

員になったらいろいろな苦しんでいる人のために働

きたいと言う方もいました。我々もそうですが社員

を採用しようとしても出来ない状況がここ数年続い

ていますが、私の会社も戦略を変えまして U ターン

Ｉターンにターゲットを絞ったら数人入社して頂く

ことができました。そういう素晴らしい方が結構い

ますのでアンテナを広げて新卒だけでなく過年度卒

の方 30 代の方でも間口を広げれば人も採用できる

であろうし、そうする事によったいろんな経済効果

も生まれてくると思もっています。 

先週は例会を欠席して申し訳いりませんでした。

今月溶接業界で大きなイベントがあり 10 月には設

備業界でも大きなイベントがありまして、そのお礼

回りの理事会が東京であって出席してきました。 

１月も同様に重なっていますが例会を優先し出席し

ます。 

先ほど松島さんからも話しがありましたが、平成

の後半から令和にかけて大きな災害が多く大きな話

会員数 出席数 欠席数 出席率 
前々回 

訂正出席率 

６１名 ３８名 ２１名 ６４％ ５３％ 

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 

・年次総会 

次回予定 

１２月１１日 忘年会 

１２月１８日 立食 

 

  

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 沖縄ハーバービューホテル 

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 



題となるここ数年でしたが、下を向くことなく、モ

ノは壊れるしかし壊れたモノは再生できると言う事

で明るい気持ちで１年を締めくくっていきたいと思

っています。 

 

幹事報告 

◆社会福祉法人ニライカナイ

デイサービス大里から令和元

年度障碍者地域交流グランド

ゴルフ大会へ那覇西ＲＣから

多くの会員参加への御礼が届

いています。 

◆地区大会の申し込みについ

てですが、早割は締めきって

いますがまだ登録は受け付け

ていますので申込み宜しくお

願いします。合わせて既に申込されている方で登録費の

支払いがまだの方は事務局で支払い宜しくお願いしま

す。 

 

例会変更・休会のお知らせ 

コザロータリークラブ 

（例会変更）夜間例会 

日時：２０１９年１２月１９日（木）点鐘１９：００ 

場所：インドアゴルフ練習場Ｏｕｇｕｓｔａ 

   （沖縄市上地２－１－７ ２階） 

ビジター費：５，０００円 

（例会休会） 

日時：２０１９年１２月２６日（月） 

 

親睦委員会 

・忘年会（夜間例会）の案内 

日時:12 月 11 日（水）18 時 30 分～ 

場所:かりゆしアーバンリゾート那覇 会費:5,000 円 

・会長杯ゴルフコンペの案内 

コース:琉球ゴルフ倶楽部 

日時: 12 月 12 日(木)12 時 30 分スタート 

那覇西 RC 同好会＋大嶺さん率いる若手？チーム＋参加

希望者 

※同好会以外の方は会費 2,000 円 

 

ロータリーの友地区代表 豊村会員 

ロータリーの友の 12 月号が来週皆さんに配布されるはず

ですが、今回は多くの沖縄関連の記事が掲載されていま

す。那覇西 RC から地区補助金を活用して島添の丘さん

に贈呈した内容や名護 RC の青少年野球の記事、那覇西

RC 会員パストガバナーの石川正一さんの関連でバギオの

活動の記事など盛りだくさんですので楽しみにしてくだ

さい。 

去った 11 月 10 日に実施したグランドゴルフのスナップ

写真ができましたので参加されて方はお持ち帰りくださ

い。 

 

 

ご案内 

当地区ガバナー指名委員会は国際ロータリー細則第 12

条に従って、東京東江戸川ロータリークラブ会員 嶋村文

男（しまむら ふみお）君を 2022-23 年度当地区ガバナー

（ガバナーノミニーデジグネート）の候補者に指名いたし

ましたので、ここに公表いたします。 

２０２１-２０２２年度当地区ガバナー決定 

ガバナーノミニーデジグネート   

若林 英博（わかばやし ひでひろ）君 略歴 生年月日 

1951（昭和 26）年 4 月 26 日生 

本籍地  京都府   

学歴 同志社大学工学部電気工学科 卒業 

勤務先 株式会社 若林佛具製作所 代表取締役会長 

     （創業天保元年---1830 年---） 

     株式会社 若林工芸舎   取締役 

ロータリー歴（職業分類：佛壇佛具、文化財修復） 

1991 年 5 月    東京麴町ロータリークラブ 入会 

2001-2002 年度  東京麴町ロータリークラブ 幹事 

2005-2006 年度  中央分区幹事 

2008-2009 年度  地区職業奉仕委員会 委員 

2009-2010 年度  地区職業奉仕委員会 委員 

2011-2012 年度  地区環境保全委員会 副委員長 

2012-2013 年度  地区職業人育成委員会 委員長 

2013-2014 年度  東京麴町ロータリークラブ 会長 

2015-2016 年度  地区職業奉仕委員会 委員     

2015-2018 年度  クラブ創立 50 周年統括副委員長 

2019-2020 年度  中央分区ガバナー補佐 

 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

 ベネファクター・マルチプル・米山功労者 

 

 


