
２０２１年７月２８日 週報  第２６３２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 

例会報告 

第２７４9 回（２０２１年７月１４日） 

出席報告 

欠席会員  

石川、名幸、上原、大城（博）儀部、宮内、福重、 

比嘉（広）、久保、渡慶次、城間（久）、丸橋、石垣、

龍、比嘉（良）、照屋（紀）松野下会員 

ビジター 

新城恵子（沖縄分区ガバナー補佐） 

田中久光（分区幹事） 

メークアップ会員

宮内一郎（７/７那覇南）宮内一郎（７/１４那覇南）

ニコニコＢＯＸ

合計￥４，０００ 累計￥２９，０００ 

新城恵子 沖縄ロータリークラブの雄である那覇西 

田中久光 の皆様一年間宜しくお願い致します。 

（浦添） 

慶佐次 操 本日、新城ガバナー補佐、田中分区幹

事、当クラブへ訪問有難うございます。 

宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

ようこそ那覇西ロータリークラブへ 

若林英博ガバナー公式訪問 

y

会長報告 慶佐次 操 

皆様こんにちは、本日 3 件のご報告を申し上げます。 

１．机上にあります 4 枚の資料説明とりわけガバナーメ

ッセージについて  

2021～22 年度 R1 テーマ／第 2580 地区テーマ 

／那覇西 RC のテーマ 

「沖縄未来のために地域に貢献しよう」 

① 「那覇西 RC60 周年記念事業」、

② 沖縄こども未来プロジェクト支援活動、

③会員増強

２．7 月 11 日（日）琉球新報の記事により、「調剤薬局

ジーセットメディカルの薬剤師らがワクチン接種へ

協力」コロナで困っている人々への支援活動、職業

奉仕の一環です。これについては同職場の専務 平尾

幹事より詳細説明をお願いします。 

会員数 出席数 欠席数 出席率 
前々回 

訂正出席率 

５５名 ３４名 １７名 ６７％ ６１％ 

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 

７月２８日（水） 

・点鐘

・ロータリーソング

四つのテスト

・会長報告

・幹事報告

・若林英博ガバナー公式訪問

プログラム案内 

会 長 慶佐次 操 副会長：比嘉芳直・大庭 憲 

幹 事：平尾慎一郎 

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：861-7824 FAX ：861-7825

TEL : 098-861-7824 FAX : 098-861-7825



３．7 月 13 日（火）15:00～沖縄タイムス社へ表敬訪問

を致しました。当クラブからは、慶佐次・比嘉副会

長・平尾幹事の 3 名にてお伺いしました。 

武富社長へ上間さんの後任で瑞慶山専務の再入会に

対する御礼を申し上げました。そして上記のテーマ

①・②の 2 点を強くアピールしてきました。武富社

長曰く、「②の支援活動に関して那覇西 RC がテー

マとして取り上げてもらって特にありがた

い・・・」と感謝の意を頂きました。その他、本年

度那覇西 RC 奨学生事業、高校生交流事業 etc…。

諸活動が広報・公共イメージ UP につなげます様、

沖縄タイム社様のご協力をお願いしました。 

 

（幹事報告） 

緊急事態延長のため宮古島 RC が 7/13

～8/7 まで臨時休会となります。10/13 献

血デー、10/20 にオープン例会を予定し

ています。地区としては 11 月第 3 週にオ

ープン例会ウィーク、11/4 コザ RC 創立

60 周年、12/15 に IM、6 月には国際大会

が予定されています。また、ジーセット

メディカルでは沖縄セルラーの職域接種

に薬剤師を派遣しています。職業奉仕と

いう形で参加できたことを嬉しく思って

います。 

【新城ガバナー補佐】 

7/1 から私がガバナー補佐として、田中

が分区幹事として那覇西 RC を担当させ

て頂きます。１年間よろしくお願いしま

す。例会が始まったばかりですが、すば

らしい活動をされていると感じていま

す。私たちは世界の中で奉仕ステージを

与えられている稀有な存在です。元気な

クラブになるために RC を知ってもら

い、会員増強を行っていきましょう。ま

た、マスコミを通して公共イメージアッ

プを図り、60 周年を後押ししてもらいま

しょう。 

 

（委員会活動計画） 

【SAA 委員会 中村委員長】 

歴史と風格ある那覇西ロータリークラ

ブの伝統を守り、気品と笑顔あふれる例

会となるよう、気配り、心配りを忘れず

に誠意努めてまいります。 

１．円滑な運営を心がけ、親睦と友情

を深めつつ、和やかな例会となるよう努

めます。 

２．会長、幹事、他の委員会と連携

し、例会を円滑に運営いたします。 

３．ビジター、ゲストの方々が、気持

ちよく例会に参加頂けるよう配慮いたし

ます。 

４. 委員全員が活動計画及び会場監督

の活動を理解し、奉仕の精神で任務を遂

行いたします。 

５．新会員のフォロー例会。 

６．オープン例会の実施（10/20） 

【ロータリー情報委員会 大城委員長】 

ロータリー全般に関する知識、情報、

定款及び規定等を元に、「那覇西ロータリ

ークラブ」知る機会を設け、入会間もな

い会員からベテランまで、知識情報を共

有しロータリー活動に活かせるように努

める。 

１．新会員に対するオリエンテーショ

ンを実施する。 

２．新会員を中心に他にほかクラブへ

のメイクアップの呼びかけ。 

３．新会員に対して、クラブ協議会や

親睦会等クラブ行事への積極的な参加呼

びかけ。 

４．地区大会、IM、その他、地区及び

分区が開催する各事業への参加の呼びか

け。 

【出席委員会 仲本委員長】 

１．新型コロナウイルスの影響で社会

不安が広がる中、ロータリー活動を通じ

て社会貢献することの意義を説き、出席

率を高める。 

２．新会員に積極的に話しかけ出席を

促す努力をする。 

３．各種委員会と連携し、会員の意欲

的な参加を目指す。 

【会員選考委員会 安里委員長】 

１．当委員会は職業分類及び会員増強

委員会と連携を蜜にして、会員の選考を

行います。 

２．会員候補者について次の点に留意

して選考します。 

  （１）人柄や評判はどうか 

  （２）会社の評価はどうか 

  （３）例会等に出席できるか 

  （４）会員として財務面はどうか 

７月度お誕生日祝い 

新垣裕道 (７月１日)  大嶺 香(７月８日） 

大原 博(７月１２日) 渡慶次 馨(７月１９日) 

６月度皆勤バッジ 

伊野波盛求（５１年） 

新会員紹介 

新 会 員 瑞慶山秀彦 

生 年月 日 １９６１年１１月２１日 

会 社 名 沖縄タイムス社 

役 職 名 専務取締役 

趣   味 映画・ゴルフ 

 

 
 


