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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２７５０回（２０２１年７月２８日） 

出席報告 

欠席会員  

高田、上原、大城（博）儀部、福重、久保、渡慶次、

城間（久）、照屋（俊）丸橋、比嘉（芳）、石垣、龍、

水城、比嘉（良）、仲本（幸）、照屋（紀）関根、照屋

（圭）、瑞慶山会員 

ビジター 

若林英博（国際ロータリー第２５８０地区ガバナー） 

新城恵子（沖縄分区ガバナー補佐） 

田中久光（分区幹事） 

須藤 仁（地区副幹事） 

新崎康幸（  〃  ） 

ニコニコＢＯＸ

合計￥２３，０００ 累計￥５２，０００ 

若林英博 本日よろしくお願いします 

（ガバナー） 

新城恵子 若林ガバナーを迎えて那覇西 RC の例会 

田中久光 有難うございます。 

（浦添） 

須藤 仁 ポリオ宜しくお願いします 

（地区副幹事） 

 

 

 

 

 

新崎康幸 那覇西 RC のみなさま若林ガバナー公式 

（地区副幹事）訪問・クラブ協議会お疲れ様でした。 

石川正一 若林ガバナー一行をお迎えして 

慶佐次 操 若林ガバナー及び地区役員の皆様ようこ

そ那覇西 RC へお越し下さいました。本

日はクラブ協議会+例会宜しくお願いしま

す 

伊野波盛求 若林ガバナー御一行様 歓迎 

糸洲 昇 若林ガバナー一行をお迎えして 

豊村良春 若林ガバナー一行様ようこそ那覇西 RC へ 

大城純市 若林ガバナーコロナ禍のもと当クラブへお

いで頂き有難うございます。 

 会長報告 慶佐次 操 

皆様こんにちは、本日 2 件のご報告を申し上げます。 

１．伊野波 盛求会員より、ロータリー・米山財団へ寄

付を頂きました。具志堅 一真氏（元会員）より那覇

西奨学生へ寄付を頂きました。お二人の当クラブに

寄せる思いに感謝申し上げます。 

２．若林ガバナーが所属する東京麹町 RC（TKRC）と

当クラブがポリオ撲滅活動を通した関りを、地区副

幹事 須藤仁氏と共にリレーでご紹介します。TKRC

の会員、故山田 彝
ツネ

さんはポリオ撲滅活動の原動力

者で、南インドに帯存し、ポリオに苦しむ子ども達

にワクチン供給を 2 回に亘り実施しました。彝さん

は当クラブの故松島 寛容さんと友好が深く、その縁

もあって当クラブの大宜見 斉氏・大仲 良一氏の両

会員が、1988 年 1 月～2 月約 6 週間、南インドに帯

存しポリオワクチン接種及び実態調査を行いまし

た。それが 1987 年～88 年の R.I 会長賞の受賞記録

としてクラブ要覧に記載されています。 

【須藤 地区副幹事】 

インドでのポリオ撲滅活動は、1978 年

RI の 3H 運動でのインド訪問時にポリ

オの少年に出会い、何とかしたいとの
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思いから始まった。その後、那覇西

RC が高温多湿地域でのワクチンのコ

ールドチェーン調査等を行い東京麹町

RC との関係が継続している。 

（幹事報告） 

クラブ協議会を行い、若林ガバナー、

新城ガバナー補佐に各委員会の本年度

活動計画を報告し、総評で有難いお言

葉を頂きました。

緊急事態宣言中であるが、当ホテルで

の感染防止対策は徹底されており、ク

ラブ運営をしっかりと行っていきた

い。各会員の職場でも感染対策の徹底

をお願いします。感染防止対策は、シ

ンプルにマスクの着用、手指消毒、ワ

クチン接種の 3 つであります。

(委嘱状交付) 

国際 RC2580 地区諮問委員会委員 

地区国際奉仕委員会カウンセラー 

(卓話) 

【若林ガバナー】 

国際協議会 

シェカール・メータ国際 RC 会長講演

多様性と会員基盤の向上 

・女子のエンパワメント

・多様性、公平さ、開放性

・Each One、Bring One

（みんなが一人を入会させよう）

・１２０万人→１３０万人

（2022.7.1 迄に）

ポリオ根絶活動、新型コロナウイルス

との闘い、地域社会への奉仕 

国際ロータリー第２５８０地区 

大きな目標と５項目 

『世界で、日本で、地域で、良いこと

をしよう』 

１．新型コロナウイルスで困っている

人々を支援しよう 

２．ポリオ根絶に向けて頑張ろう 

３．元気なクラブになろう 

４．会員増強・クラブ拡大をする覚悟

をもとう 

５．ロータリーの公共イメージをアッ

プさせよう 

（委員会活動計画） 

職業分類委員会 崎原委員長】 

１．新会員の職業分類を適正に行う。 

２．未充填分野を調査し会員増強に協

力する。 

３．最近の社会情勢の変化による新分

野の職業に対応して分類表の充実を図

る。 

４．会員増強委員会及び会員選考委員

会と協力し会員増強を推進する。 

【クラブ会報委員会 大田委員長】 

１．週報の発行を定期的に行うことで

クラブ会員の関心と理解を深め、クラブ

活動の親睦増進に努める。

２．週報を「会員同士の情報交換ツー

ル」として、簡潔で理解しやすい内容に

編集する。

３．発行に伴う編集や作成手順（人

員・期間・IT 活用など）の効率化と改善

活動を継続して実施する。 

【親睦活動委員会 南風原委員長】 

１．那覇西ロータリークラブの親睦活

動委員会として、会員相互の親睦と連携

を意識・行動し、毎例会を有意義な会と

なるよう、コロナ感染症対策を図りなが

ら、取り組んでまいります。 

２．「那覇西ロータリークラブ 60 周年

記念各種行事」へも、協調・協力して参

ります。 

３．通年において、感染症対策を取り

ながら、効率よく各行事を組合せ取り組

んでいきたい。例：（観月会+新旧役員激

励会）（忘年会+新会員歓迎会） 

４．新会員のフォローアップ。 

【会員増強委員会 大嶺委員長】 

新型コロナウイルス感染拡大による環

境変化の中においても、持続可能なクラ

ブの発展に帰するため、会員増強に努め

ると共に、各種委員会と連携しながら現

会員の在籍維持・退会防止に努めます。 

１．職業分類委員会、会員選考委員会

と連携して、各界各層の情報を収集して

会員増強を推進する。 

２．会員増強の為、全会員で取り組む

システムを構築する。

３．オープン例会ウィーク（１０月２

０日）に参加して、会員候補者の例会招

待と入会を推進する 

４．会員の退会防止の為、例会運営と

親睦及び広報に関する委員会と連携し、

諸企画の推進をしたい。 


