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プログラム案内

本日のプログラム

四つのテスト

７月１４日（水）

１． 真実かどうか

・点鐘

２． みんなに公平か

・ロータリーソング

３． 好意と友情を

それでこそロータリー

深めるか

・会長報告

４． みんなの為に

・幹事報告

なるかどうか

・各委員長活動計画
報告
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応援します。FAX ：861-7825
TEL：861-7824
糸洲 昇 慶佐次丸の出航を祝し
新垣裕道 慶佐次会長・平尾幹事今年１年宜しくお願
い致します。
大嶺 香 慶佐次会長・平尾幹事楽しいクラブ運営期
待しています。
比嘉広明 慶佐次会長・平尾幹事一年間宜しくお願い
TEL
: 098-861-7824 FAX : 098-861-7825
します。
豊村良春 前大城会長・前城間幹事コロナのもと１年
間有難うございました。慶佐次新会長・
平尾幹事これから１年宜しくお願いしま
す。
大城純市 昨年度は皆様の御支援・御協力有難うござ
いました。慶佐次新会長をはじめとする新
執行部の御活躍を期待します。
比嘉芳直 慶佐次会長・平尾幹事頑張りましょうと、
ポロシャツ代として

例会報告
第２７４８回（２０２１年７月７日）
出席報告
会員数

出席数

欠席数

出席率

前々回
訂正出席率

５４名

３５名

１５名

７０％

６９％

欠席会員
高田、上原、大城（博）儀部、宮内、福重、久保、
渡慶次、丸橋、石垣、龍、比嘉（良）、仲本、照屋
（紀）中野会員
ゲスト
玉那覇 愛乃（那覇西奨学生）
瑞慶山秀彦（入会予定）
ニコニコＢＯＸ
合計￥２５，０００ 累計￥２５，０００
照屋義実 退会のご挨拶にあがりました。
永年大変お世話になりました。
息子の圭太に引き継ぎますのでどうぞ宜し
くお願いします。
瑞慶山秀彦 ３年ぶりです。宜しくお願いします。
慶佐次 操 本年度の会長として本日７月７日からデ
ビューさせて頂きます。皆様の御協力を
宜しくお願いします。
名幸俊海 大城直前会長他役員の皆様の御苦労に感謝
します。慶佐次丸の船出に期待をこめて

会長就任挨拶
慶佐次 操
本日 7 月 7 日、那覇西 RC 会長としてデビューさせ
て頂きます、「慶佐次 操」と申します。宜しくお願い
致します。先ずは、自己紹介をさせて頂きます。入会
10 年目に至り、今年 68 歳です。その間、幹事、副会
長と歴任しました。
職業は「名工企画設計」建築設計事務所を泉崎にて
開設し、今年で 34 年になります。直近の業務として那
覇市古波蔵にて「沖縄県立那覇みらい支援学校」が来
年 4 月に開校いたします。
さて、先程の入会 10 年と申しましたが、2012 年 6
月 6 日に」那覇西 RC の創立 50 周年記念式典」を体験
致しました。儀間 聖輝会長の元、式典、懇親会が行
われ、松島・新里会員の「NaHa West Duke」を鮮
明に覚えています。そして、本年度「那覇西 RC60 周
年」を迎えますが、私がその節目の会長として巡りあ
おうとは、
「誠に光栄の至り」にすぎません。不安と誉

れの思いが交差する心境であります。ともあれ、私一
人でやれるものでもなく、会員皆様方のお知恵とマン
パワーを拝借させて頂き、那覇西 RC の会員のチーム
力で 60 周年記念事業を成功させて頂けます様、会員皆
様のご理解ご協力を宜しくお願い申し上げ、私の会長
就任の挨拶とさせて頂きます。ありがとうございす。

加して頂く事になります。ご自分のサイズを事務局に
お知らせください。早めの発注にご協力お願います。
熱海市の土石流災害に対して社会奉仕活動費から 5 万
円を支援します。(会長より報告)
◆今年度理事役員紹介

乾杯・ソングリーーダー

委嘱状交付

幹事報告
私も今年度の幹
事を拝命いたし
て本日デビュー
となりました。
皆様からお力と
ご支援を頂きな
がらこの 1 年慶
佐次会長を支え
ながら頑張って
いく所存です。なにせまだ入会して 5 年目になります
が最近やっと少しずつロータリーの事が分かってきた
所ですが、まだまだ勉強不足な点もありますので皆様
ご指導をお願いしたいと思います。簡単に自己紹介さ
せて頂きますが、那覇の宇栄原出身で高良小、小禄
中、那覇高校から北海道の薬科大学を卒業し薬剤師と
なって豊見城の豊見城中央病院前で薬局を開かせて頂
いています。専門は薬学医療です。コロナ禍でもあり
ますので何かありましたらご相談ください。どうぞ宜
しくお願いします。
理事会承認事項
献血デーを 10 月に予定しています。コロナ禍で献血者
が少なくなっており輸血が供給不足に陥っており、地
区に日本赤十字社から依頼があり沖縄も那覇西と那覇
東が予定しています。10 月近くなりましたらご案内し
ますので目標 50 名の献血へのご協力をお願いします。
那覇西ロゴ入りポロシャツをクラブで購入して会員の
皆様に配布します。色々な活動にポロシャツを着て参

◆社会奉仕委員会委員長報告
委員長を仰せつかっています比嘉広明です。副委員長
の豊村良春会員と 2 名で活動させて頂きます。
活動方針は①関係委員会と連携し社会奉仕と環境保全
に関する意識の高揚をはかる(卓話等の活用)
②新型コロナウイルスの影響を大きく受けた人々への
支援活動を行う(沖縄こども未来プロジェクト支援)
③災害被災者に対する支援活動を行う。④社会福祉団
体に対する支援・協力を行う。以上を基本としまして
活社会奉仕につとめてまいります。
◆那覇西 RC60 周年記念事業実行委員長
大嶺委員長より、慶佐次会長より那覇西ロータリーク
ラブ 60 周年記念事業の実行委員長を仰せつかりまし
た。大役で不安ですが指名頂きましたので頑張ってい
きたいと思います。日程等詳細はこれからですが那覇
西ロータリーラブの伝統を継承し、またクラブ会員の
結束を高めて那覇西クラブの未来に向けて意義のある
事業、式典だけでなく一連の事業を実行していきたい
と思いますのでごどうぞ協力宜しくお願いします。
◆プログラム委員会報告
三浦委員長より、本年度 10 月の第 4 週はオープン例会
ウィークが企画されています。これからロータリーの
会員になる皆様をたくさん募ってその中で色々な話を
聞いて頂き、よりロータリーを知って頂きロータリー
に参加をして頂くという企画です。那覇西は 10 月 20
日(水)を予定しており、そのオープン例会での卓話を
広く募りたいと思います。どなたか新会員を魅力的な
話術と言葉でたくさん入会して頂ける様な魅力的な卓
話を是非やってみたいという方はご連絡頂だければと
思います。本年度は卓話の充実を考えており職業奉仕
委員会や他の委員会と協力しながら様々な分野の皆様
の魅力的な卓話を紹介していきたいなと思っています
◆新会員紹介
新 会 員 照屋圭太
生 年月 日 １９７６年１１月６日
会 社 名 （株）照正組
役 職 名 代表取締役社長
趣
味 読書・スポーツ観戦
新 会 員 松野下秀峰
生 年月 日 １９７５年１月２７日
会 社 名 （株）鹿児島銀行 新都
心支店
役 職 名 支店長
趣
味 マラソン

