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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２７５３回（２０２１年１０月６日） 

出席報告 

欠席会員  

石川、上原、江夏、大城（博）儀部、宮内、福重 

比嘉（広）、久保、渡慶次、丸橋、比嘉（芳）、石垣

龍、南風原、比嘉（良）、照屋（紀） 

照屋（圭）、松野下、瑞慶山会員 

メークアップ会員

平尾慎一郎（９/３０那覇北）比嘉広明（１０/５那覇）

平尾慎一郎（１０/１浦添）平尾慎一郎（１０/６宜野湾）

ニコニコＢＯＸ

合計￥２，０００ 累計￥１０８，０００ 

大城純市 来週の水曜日（１０月１３日）の献血記念

事業の成功を祈念して 

 

 

 

 

 

     会長報告        慶佐次 操 

皆様こんにちは、コロナ感

染者数も減少化をみせてい

ます。このまま、収束に向

うことを願うものです。先

ず本日の理事会決定事項を

ご報告します。 

１．会員増強を目的とした

オープン例会の開催

を 2021 年 10 月 20 日(水)から 2022 年 2 月 16

日(水)に延期します。

２．2021～22 年度那覇西 RC の予算案が承認されま

した。その詳細は追って皆様にお伝えします。 

３．当クラブの「60 周年記念式典・祝賀会」の日程

が、2022 年 4 月 13 日(水)に沖縄ハーバービュー

ホテル 彩海の間にて開催されます。

詳細は大嶺実行委員よりお伝えします。

次に新城ガバナー補佐担当の５クラブの活動状況

をご報告します。

４．那覇南 RC：①11/８(月)にオープン例会開催、卓

話は新城ガバナー補佐に依頼。②韓国人による日

本語弁論大会を沖縄尚学高校にて開催します。 

５．那覇北 RC：①10/28(木)より例会会場を「かりゆ

しエグゼス那覇」に変更します。 

②10/31(日)SDGs 水辺美化プロジェクト「渡嘉

敷島ビーチクリーン活動」を開催します。

６．浦添 RC：2022 年 2 月 18 日(金)にオープン例会

を開催します。 

７．宜野湾 RC：10/13(水)米山奨学生フレシエメンさ

んの卓話を開催します。 

８．那覇西 RC：10/13(水)「献血デー」の PR にて沖

縄タイムス社を表敬しました。10/5(火)付の朝刊

に掲載されました。 

幹事報告 

・10 月 13 日(水)那覇西

RC60 周年記念行事献血ロ

ータリーデー当日の運営協

力と献血実施者の勧誘依頼

・コザ RC 創立 60 周年記念

式典と祝賀会日程 11 月 4 日(木)16 時～場所:沖縄グ

ランメールリゾート

・各ロータリークラブ例会変更・休会のお知らせ

浦添 RC10 月 15 日(金)移動例会に変更場所:NPO 法

人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆい

会員数 出席数 欠席数 出席率 
前々回 
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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１３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 大嶺 香会員

「会員増強について」 

・次回予定

メディポリス医学研究所

オフィス沖縄  渡名喜優子様 

「がん陽子線治療メディポリスと

がん検査が簡単 N―NOSE 」 

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



名護ロータリークラブ例会休会１０月１３日（水） 

※野球大会に振替の為 

委員会報告  

60 周年記念式典祝賀会実行委員会からのお知らせ  

大嶺実行委員長 

・式典日程正式決定報告 2022 年 4 月 13 日(水) 

沖縄ハーバービューホテル 彩海の間にて開催 

・10 月 13 日(水)の記念行事の献血デーの活動の様子を

動画撮影し YouTubu や IM 等で PR 予定、また

13:30 に取材を予定しており会員の皆様は例会終了

後帰らずに第二駐車場に移動頂き集合撮影を行いま

すのでご協力お願いします。 

卓 話  

ガバナー公式訪問を終えて           松島寛行 

ガバナー補佐としてどういうことをやっているのか?を

お話ししたいとおもします。 

地区ホームページを今年リニ

ューアルしました。地区役員

紹介も最新版を YouTubu ア

ップされています。 

その中で、ガバナーがマン

ガで登場します。文字を読む

より漫画の動画だとみなさん

に見て頂ける。時間も短いし文字を読むより見やすい

のでみなさんも見て頂きたい。 

ガバナー来訪中止には悶々としていましたが、その

時ガバナーのマンガを初めてみまして心が救われホッ

としました。是非、地区のホームページをご覧いただ

いて、社会奉仕・国際奉仕などいろいろな情報が発信

される新しい試みです。来週の那覇西の献血活動も情

報を送って 70クラブに発信しましょう。 

今年度は 7月からコロナ禍で始まりましてガバナー

以下暗中模索の状況です。SNS を活用してロータリー

活動を止めるな 2580 地区は動いていますよ。とクラ

ブの皆様、各会長に伝えている状況です。 

昨年就任し地区の変化カルチャーショックを受けま

した。RLIをはじめとした研修が非常に多くなってい

ることにビックリしました。何でこんなに勉強するん

だろうと、今考えるとロータリーを知ってことだと。

私自身がロータリーを知ってなかったんだと。ロータ

リーを知ったうえでロータリーを語っていこう、楽し

んで行こうと言う事ですね。 

RI は 2000年に入って大きく変化したが、２５８０

地区は RIの変化に追随していなかった。古参のクラブ

が我が道を歩いてきたことで、RIの変化とはかなり乖

離していたということで私は非常にビックリしカルチ

ャーショックをうけました。 

去年 10月にガバナー補佐に就任、最初にカバナーか

ら各クラブのホームページを見ろと言われ見ているの

だが意図がよくわからなかったが、ホームページはク

ラブや会社の情報を単に発信する事だと認識していた

が、そうではなくていかに地域の方や若い人含めたみ

なさんが那覇西 RCのホームページをクリック(見て頂

く)ことなんです。クリックしてみて頂かないと那覇西

RCについて知って頂けないとい。掲載情報が専門用語

など難しい内容だったりすると恐らく読まないでしょ

う。地区では那覇西 RCのホームページは No1とお褒め

の言葉を頂いています。そう言う視点で那覇西のホー

ムページを見て頂くと「なるほど」と思います。ホー

ムページってこういう事なんだなということが分かる

と思います。カバナーによりますと、ロータリーのホ

ームページは７０％ロータリアン３０%一般方が見てい

る様です。   

私はロータリー22年目でロータリーはずっと陰徳で

これが大好きで来ましたが、今は違います陽德です。

ですから来週の献血も大いに PRしていただいてロータ

リーの公共イメージアップをしてまいりましょう。 

その後、調査票を各クラブに書いてもらう様に指示

が出ました。目的は 3月実施の GPM の下ごしらえで

した。無事 GPMが終了すると次は、クラブ訪問による

確認報告書の提出の指示がでました。これも結構細か

い要項がありましてこんなことをしながらガバナーと

キャッチボールをしています。これを元に PETS(3月)

を行いました。 

PETS終了後、各クラブとホームページに付いて話し

合うよう指示が出て、4月地区研修協議会をリモート

で 300～400名参加し実施しました。 

ガバナーは大きな目標・５つの優先事項をつくって

おりますら、それと整合性を合わした地区委員会の配

置になっています。それぞれの優先事項と各委員会の

連携が整合性が取れていて、地区研修協議会と毎月実

施しているワークショップ、入会 3年未満会員へのセ

ミナーなど全て地区の委員会がガバナーのテーマと整

合性を保ちながら横割りで実施しており単独ではやっ

ていません。テーマに合わせて委員会が横で協力しな

がら実施しています。 

4月の地区大会が終わりまして、カバナーは「前年

踏襲はしませんみなさんアイデアを出しなさい」地区

大会どうだったか?とカバナーより質問がありました。

なかなか意見が出てこない中で、私は昨年からこの整

合性を感じていたので「一連の流れにストーリー性を

感じます」とお答えをしたところ、それが地区大会の

キャッチフレーズになりました。今年度の若林年度は

一連の流れとストーリー性を感じて集大成の地区大会

に向かっていくと思います。 

 地区の変化なんですが、2,000年以降のロータリー

の変遷は非常に大きいものがありまして、RIが戦略計

画を策定、ショッキングだったのは一業種を 5名にし

た。メークアップが規定改正されました。財団におい

ては、未来の夢計画ということで地区補助金とかグロ

ーバル補助金をなどみなさんご案内のとおりですが大

きな変革がなされていますが、当然のことながらロー

タリーには基本があります。「ロータリの目的」「四つ

テスト」「奉仕」「中核的価値」「ビジョン声明」それを

は踏まえながら我々は新しい変化に対応しいきたい。 

2017年にはロータリーの新ビジョン声明が発表され

ました。  



2018年には新しい四つの優先事項を有する RI戦略

計画、そしてビジョン声明を達成するための行動計画

(5年)が作られました。当然ゴールはクラブの活性化

(元気なクラブづくり)でございます。那覇西 RCをより

良く元気にするための計画です。 

当然のことながらその年度の RI会長はその行動計画

に沿ったテーマを掲げます。  

シュカール・メータ今年度の会長は「奉仕しよう 

みんなの人生を豊かにするために」、若林カバナーは 

昨年 10月からスタートしていましたから RI会長のテ

ーマが出される前にカバナーテーマを掲げました。 

大きな目標「世界で日本で地域で良いことをしよう」 

５つの行動指針    

① 新型コロナウイルスで困っている人を支援しよう 

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 

去年の段階でテーマと優先事項を掲げてスタートさせ

ました。 

2021年 5月にガバナーの要望事項を出しました。 

私はカバナーが各クラブに要望をだしたのは初めてで

した。それが献血と水辺の美化プロジェクトそして集

ゴミなんですけどびっくりしました。 

東京では分区単位で献血を行っていますが、沖縄は各

クラブの主体性を重要視してやってまいりましたの

で、献血においては那覇西単独で実施します。 

石垣 RCでも水辺の美化プロジェクトが行われまし

た。漂流ペットボトル回収に中山市長も参加し地元新

聞にも掲載されました。  

ロータリーコーディネーターNEWS でもロータリー

奉仕デーの一環として Rotary TEAM Japan は「地球

環境保全プロジェクト」を全国で展開すると発してい

ます。このように地区は多くの情報を発信してまいり

ます。カバナーいわくカバナー補佐は営業マンですよ

と言われており。カバナー補佐の役割も 4年前から大

きく変わりました。沖縄分区においては 2名体制とな

り、わが地区は DLPを採用しておりますのでカバナー

から委任された特定の管理業務をカバナー補佐が遂行

する。これまでカバナー補佐のグループ分けはバラバ

ラでやってきましたが、重要性を踏まえ新城カバナー

補佐と協議し那覇グループと那覇西グループの 2つの

グループ分けにした。その上ででは那覇西はスポンサ

ークラブの位置づけとなるため、那覇西がリーダーシ

ップをとっていかなくてはならない。今年は、那覇西

と浦添からガバナー補佐がでていますから、4年後に

はまた那覇西からカバナー補佐を出すと言う事になる

ので是非リーダーシップをとって頂きたいと思いま

す。 

私は那覇を担当することになりましたので那覇西と

直接かかわれず寂しいですが、来年は石垣から初めて

カバナー補佐がでますのでリーダーの立場で全体を見

て頂ければ良いんじゃないかと思います。 

そう言う事で 1年間準備を重ね新年度がスタートし

てまいりましたが、若林カバナーの熱い思いがなかな

か会長に伝わりません。会長からクラブに伝わるのは

もっと難しかったと思いますのでカバナー公式訪問は

非常に大事に思いました。ガバナーの生の声と熱意を

直接みなさんに聞いて頂きたいと言う思いで大庭分区

幹事と前段取りを行い、各 6クラブに卓話を行い方針

等を話してまいりました。 

7月 26日からガバナー公式訪問が始まり、那覇南、

那覇、那覇西、那覇北の４クラブは訪問を終えました

が、コロナ感染者急増を受け 8月 1日に知事が緊急記

者会見によりカバナー来訪が中止となりました。  

その後、那覇東、浦添、宜野湾、名護(オンライン)  

コザ(ハイブリット)で何とか実施しました。宮古島と石

垣は来年の１月に延期。石垣は 9月 1日に会長幹事会と

クラブ協議会をガバナーの名代で私が行いました。 

概ね良いスタートが切れたのではと感じています。 

今年の度地区は、一連の流れとストーリー性を感じ

ます。各クラブが一年間の流れが見える那覇西は慶佐

次ストーリーがつくれる 1年になると思います。3月 

2日～3日の地区大会はその集大成てす。 

19 年度からの 3 年の奉仕事業で是非アワードにエン

トリーして頂きたい。会員の為地区大会にいたしますの

で基調講演会はやめて 70 クラブの会長に登壇して頂い

てアワードを前面に出していきます。 

12 月 15 日に IM 名護で実施しますが完全オンライン

になりました。IM の位置づけは地区大会の中間地点で

す。各クラブ 3年間の活動を振り返える地区大会を視野

に入れた各 11 クラブの活動を報告して頂きたいと思い

ます。 

地区は暗中模索の中多くの情報を発信しています。

毎月のワークショップやラウンジチャットなどがあり

私も 11月に予定しています。いろいろ課題はあります

が最近思うのは奉仕についてです。我々会員もこれか

ら迎える新会員も地域の方々もロータリーの良さは奉

仕で、奉仕があるからロータリーの強みがあるんじゃ

ないかと思います。他の団体には無いと思います。そ

れを感じながらみなさんと一緒に残り 10ヵ月を楽しん

でいきたいと思います。 

大庭分区幹事挨拶 

 現時点での分区幹事としての感想を報告させていた

だきたいと思います。分区の 11クラブの各会長さん幹

事さんと会長幹事会、カバナー補佐分区幹事事前打合

せ、IMに関する名護との打合せなどの調整などを私が

行いますが、まさに色んな個性あふれる会長さん幹事

さんが多いなと感じています。松島カバナー補佐の指

示で会長幹事会などで司会進行を行い揉まれていま

す。正直言って精神修行かなと思いながらやっていま

すが、ただ単に苦しいだけではなく楽しんで行こうと

を心がけております。今の私の心情を表した徳川家康

の言葉がありました「人の一生は重荷を負うて遠き道

を行くがごとし。急ぐべからず。不自由を常と思えば

不足なし。心に望みおこらば困窮したる時を思い出す

べし」楽しみながらやっていきたいと思います。 


