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   週報 第２５９４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２７１１回（２０２０年１月２９日） 

出席報告 

欠席会員 

石川、高田、具志堅（一）、上原、江夏、大城（博）

福重、照屋（義）久保、渡慶次、立津、城間（久）、

當真、照屋（紀）、與儀、中村、城間（一）、 

具志堅（毅）、井口、堀井、高良会員 

メークアップ会員 

伊野波盛求（那覇） 

ビジター 

三木谷研一（神戸） 

三木谷節子（神戸垂水） 

 

ニコニコＢＯＸ 

合計￥21，000  累計￥236，000 

 

城間 巌 ニコニコＢＯＸへ 

慶佐次 操 お誕生日祝いを頂いて 

大庭 憲     〃 

 

 

 

 

 

 

名幸俊海 新本ガバナーを歓迎し、御活躍を祈念して 

城間 巌 お誕生日祝いを頂いて 

崎原信一    〃 

儀間聖輝 お久し振りです。 

 

会長挨拶 

昨日当クラブが担当する

地区大会での RI 会長代理歓

迎晩餐会の試食会があった

様ですが、予算的に非常に

厳しい中でハーバーさんを

中心とするハーバービュー

クラブさんに頑張って頂い

て試食会はかなり評判が良

かった様です。参加される

方々は期待をして頂きたいと思います。 

それと次年度の那覇西奨学生の申込が締め切られま

して数名の方のご応募があったと言う事で、来週の理

事会に上程して決定する運びとなります。また例会に

て報告できるかと思います。 

本日は神戸ロータリークラブより三木谷研一様と三

木谷節子様のお二人にご参加頂いています。寒くて大

変申し訳なく思っているんですが、もっともっと本当

は温かい南国でございます。数日いらっしゃると思い

ますので沖縄を楽しんで頂きたいと思いす。 

宇治鳳凰ロータリークラブの 30 周年が 3 月にあり

ますがまだ応募が少なく 10 名おりません。最低 15 名

できれば 20 名前後でお祝いに駆け付けたいと思ってお

りますので是非ご応募して頂いて宇治鳳凰へ訪問した

いと思いますので皆様日程調整宜しくお願いしたいと

思います。以上会長報告とさせていただきます。 

 

 

会員数 出席数 欠席数 出席率 
前々回 

訂正出席率 

６０名 ３７名 ２１名 ６４％ ７３％ 

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 

２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 

・会員卓話 安里清榮会員 

「神様だけが知っている 

「どう生きるか」」 

次回予定２月１２日地区大会へ振替 

 

  

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 



幹事報告 

会長からも案内がありました

宇治鳳凰ロータリークラブ創立

30周年記念式典への参加の依

頼がありましたが、今現在 10

名以下です。当クラブの 55周

年の時には宇治鳳凰ロータリー

クラブから 20名くらい会員が

いらっしゃったとおもいます。是非とも我々の方も同

じぐらいの人数は参加したいと思いますので年度末と

言う事でお忙しい中とは思いますがご協力宜しくお願

いします。日程のを簡単に案内させて頂きますが、式

典は 3月 29日(日)ですが 3月 27日(金)に那覇空港を

出発し午後にホテルチェックイン後夜は宇治鳳凰ロー

タリークラブの皆さんとの懇親夕食会が予定されてい

ます。翌日 3月 28日(土)は宇治鳳凰ロータリークラブ

さんと合同のゴルフコンペを予定しています。翌 29日

(日)が式典並びに祝賀会が 16時 30分から第一部がス

タートします。翌日 31日(月)各自で沖縄へ帰って頂く

と言う予定になります。ゴルフに参加しない方は前日

もしくは当日からの 2泊 3日でも 1泊 2日でもかまい

ませんので 1人でも多くの方の参加をお願いします。 

続きまして国際ロータリー第 2580地区 2019-2020年

度地区大会平和フォーラム参加のお願いです。日時は

2020年 2月 12日(水)15時～17時 30分まで場所は沖

縄ハーバービューホテル 2階になっています。平和フ

ォーラムの内容は、パネリストの方々に来て頂いて

「世界の理解と平和の推進」のテーマでパネルディス

カッションを予定しています。平和フォーラムへの参

加も宜しくお願いします。 

 

宇治鳳凰ロータリークラブ 

創立 30周年記念式典ならびに祝宴のご案内 

日 時 2020年 3月 29日（日） 

第一部 記念例会 登録受付 午後 4時 30分～ 

例 会 午後 5時～5時 40分 

第二部 記念式典祝宴                    

式 典・祝 宴 午後 6時～8時 

会 場 ホテルグランヴィア京都 3階 源氏の間   

京都市下京区ＪＲ京都駅ビル ℡ 075-344-8888  

登 録 料    お一人 15,000円 

お手数をお掛け致しますが 2月 22日までに返信、お振

込みをお願い致します。当日は午後 4時より呈茶席を

ご用意してお待ちしております。 

 

表彰 

☆ポールハリスフェロー表彰 

比嘉広明会長、大城博成ほ会員、宮内一郎会員 

☆バギオ基金感謝状 

大城純一会員 

  

委員会報告 

たびたび宇治鳳凰の件で旅

費に関する情報ですが、最初

案内した旅費予算の独身 13

万円が少し高いのではないか

との意見がありインターネッ

トで調べたところ、27 日

(金)JAL:12 時 10 分発 14 時

伊丹着と帰りが 30 日(月)の同じく伊丹発 14 時 55 分で

17 時那覇着が何と片道 1 万円を切っています。予算だ

けで思いとどまっている方もいらっしゃるはずです

が、宿も沖縄ツーリストが責任を持って手配します。   

実は 27 日のお茶やさんも人数が少ないと 1 人当たり

の料金が上がります。人数が多いとリーズナブルにな

りますし、折角宇治鳳凰が予定してくれているので最

低でも 20 名は確保したいと思っています。本日事務局

より申込一覧を回しますので、その中にお茶屋さんと

ゴルフの項目も設けてありますので〇をつけてくださ

い。おそらく交通費と旅費だけで 7 万円は切ると思い

ますのでインターネットで早めの手配で安い料金での

手配をお願いします。 

ハワイでの国際大会もほぼ固まりました。ガバナー

ナイトも締め切られこれ以上は入らないですが、我が

西クラブからは豊村夫婦、大城純一夫婦、石川さん、

比嘉会長、安里清榮夫妻と私ども夫婦の 10 名で登録し

ていますので追って大会報告を行いたいと思います。 

RI 晩餐会は西 C がホストになっており 12 名くらい

予定していますが場合によっては一部応援を頼むかも

かもしれません。ガバナーナイトを万全にし恥ずかし

くない誇れる晩餐会なる様に準備しています。詳しく

は来週の例会で改めて報告いたします。 

 


