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四つのテスト 

１． 真実かどう 

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２７５２回（２０２１年９月２９日） 

出席報告 

欠席会員  

糸洲、上原、大城（博）儀部、宮内、福重、久保、渡

慶次、城間（久）、三浦、丸橋、城間（一）、大田、龍 

水城、比嘉（良）、照屋（紀）、照屋（圭）、松野下会員 

ニコニコＢＯＸ

合計￥２５，０００ 累計￥１０６，０００ 

大城純市 ６０周年記念事業に向けて準備が始まりま

した。皆様の御支援・御協力の下大成功

させたいですね。 

比嘉広明 お誕生日祝いを頂いて 

平尾慎一郎 〃 

大原 博 〃 

大嶺 香 〃 

新垣裕道 〃 

伊野波盛求 皆勤バッジを頂いて 

崎原信一 〃 

松島寛行 〃 

比嘉広明 〃 

 

 

 

 

 

会長報告        慶佐次 操 
皆様こんにちは、4 ヶ月以上に及ぶ緊急事態宣言

も 30 日に全面解除されます。学校の授業・クラブ
活動等も再開さる中、当クラブの例会も通常に戻れ
るよう期待します。そこで、5 件の報告を申し上げ
ます。 

１．地区のポロシャツ発注の件です。本日私を含め
数名の方々が着用している 

ポロシャツを、対外活動用のユニフォームとし、
クラブから配布します。発注未だの方は事務局へ
連絡を宜しくお願いします。

２． 10 月 4 日(月)15：00 に沖縄タイムスに表敬訪
問（４名参加）の予定です。那覇西 RC の 60 周
年記念事業の一環、10 月 13 日の「献血デー」等
のアピールで公共イメージの向上に繋げます。 

３．第 2580 地区・オープン例会、10 月 20 日(水)開
催予定は、①or②に延期とします。①2021 年 12

月又は 2022 年 1 月②延期リベンジウィーク 2022

年 2 月 14 日（月）～18 日(金) 理事会にていず
れかを決定開催とします。 

４.「コザロータリークラブ 60 周年記念式典・祝賀
会」のご案内です。

日時：2021 年 11 月 4 日(木) 
記念式典            16：30～17：30 
祝 賀 会                    18：00～20：00 

場所：オキナワグランメールリゾート 

（登録料：￥10,000-） 

当クラブの 60 周年記念式典・祝賀会の参考の為

にもご出席くださる様お願い致します。 

５．当クラブの平尾幹事が、那覇北 RC・浦添 RC・

那覇南 RC の例会に「献血デー」の PR を兼ねてメ

ークアップします。詳細は平尾幹事より宜しく 
お願いします。 

幹事報告 

各ロータリークラブ例会変更・休会のお知らせ 

名護ロータリークラブ 

（例会休会） 

期日：２０２１年１０月１３日（水）休会 

※野球大会に振替の為

１０月１３日の献血デーは、献血用のバスが２台に

増えました。会社などにも告知いただき、大勢の参

加者を募集しています。また、受付のお手伝いなど

も募集しています。 

会員数 出席数 欠席数 出席率 
前々回 

訂正出席率 

５５名 ３２名 １９名 ６３％ ６８％ 

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 

１０月６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 松島寛行会員 

「ガバナー公式訪問を終えて」 

・次回予定 大嶺 香会員

「会員増強について」 

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



（委員会活動計画 抜粋） 

 

 【国際奉仕委員会 新垣委員長】 

 ・ロータリアンとして国際理解、親善に貢献する行

動を行う。 

 ・地区、分区の国際奉仕プロジェクトに貢献する。 

 

 【バギオ基金委員会 大原委員長】 

 ・バギオ基金への更なる理解を深め、協力をお願い

する。 

 ・バギオ基金についての卓話などを実施する。 

 ・来年にはフィリピンへの訪問も予定されており、

コロナウィルスなどの状況を鑑みながら、成功さ

せたい。 

 

 【青少年奉仕委員会 糸洲委員長】 

 ・那覇西奨学金基金の充実を推進する。 

 ・沖縄・鹿児島の高校生の交流事業を推進する。 

 ・沖縄こども未来プロジェクトへの加入を促進す

る。 

 

 【インターアクト委員会 儀部委員長】 

 ・コロナ禍の影響で、長期計画が立てることができ

ない状況ではあるが、コロナの影響が限定的とな

った場合には、他のプログラムとの交流「クロス

プロモーション」などを実施いたしたい。 

 ・インターアクト卒業後にはローターアクトや

RYLA などのプログラムに参加していただく道筋

を作りたい。 

 

 【ロータリー財団委員会 石川委員長】 

 ・傍観者になることなく、積極的に社会に貢献して

いきたい。また、特に学生などの教育関係者に貢

献したい。 

 ・会員一人当たり 150 ドル以上の寄付を目標とす

る。 

 

 【米山奨学委員会 名幸委員長】 

 ・米山奨学事業への理解を深めるため、その意義・

目的・現況などについて会員に情報を提供する。 

 ・奨学事業の推進の基盤である財政支援強化のため

会員に協力をお願いする。 

 ・奨学生を招き卓話を通して会員との交流を図る。 

 

 

各委員会活動計画報告を終えて 

「会長総評」 

 

那覇西ロータリークラブ 

会長 慶佐次 操 

各委員長の皆様、活動報告を頂きありがとう

ございます。 

 当クラブの各委員会活動計画は、どれをとっても素晴

らしい内容であると自負するものです。とりわけ青少年

奉任委員会の那覇西 RC 奨学生事業は、他クラブからも

「随一の事業である」お褒めの言葉を頂く程です。（故）

松島寛容会員の提案によって設立され、今年で 35 年の実

績を重ねています。経済的に恵まれない学生への勉学支

援で次世代の人材育成に大きく寄与するものです。 

 そこで、今年度は各委員会活動が枝葉となって、当ク

ラブ「創立 60 周年記念事業という大きな樹」を構成し、

当クラブの将来の発展に繋げてゆくものと期待致しま

す。 

 

 

７月お誕生日祝い 

新垣 裕道（７月１日） 大嶺 香（７月８日） 

大原 博 （７月１２日） 

８月お誕生日祝い 

関根 貴弘（８月３日） 平尾慎一郎（８月２７日） 

石垣 伸 （８月２８日） 

９月お誕生日祝い 

比嘉 広明（９月１９日）比嘉 良友（９月２４日） 

 

６月度皆勤バッジ 

伊野波 盛求（５１年） 

７月度皆勤バッジ 

崎原 信一（４４年） 糸洲 昇（３０年） 

松島 寛行（２２年） 比嘉 広明（９年） 

 




